消 費 税 の 転 嫁・表 示 カ ル テ ル 実 施 届 出 を 決 定

年４月１日に

格を交渉する際の取り組み

業者や小売業者間の販売価

の記載等︑メーカーと卸売

例えば表示であれば請求書

接︑提出する︒参加募集は

加同意書﹂を同協議会に直

の転嫁及び表示カルテル参

していただければ﹁消費税

日まで︒１月下旬に

はないので︑注意が必要︒

する際の表示の取り決めで

については︑全日本菓子協

を届け出る予定︒不明な点

公正取引委員会にカルテル

月

また︑同カルテルの実施期

会に菓子製造業者から相談

である︒商品を店頭で販売

した価格と消費税額を併せ

・通報を受け付ける消費税

年３月

ている︒

ら平成

日となっ

示し︑請求段階で消費税額
分を示すことの決定を行う︒

定を行う︒

する方法により行う旨の決

されるお菓子になる︒製造

ど︑小売業者を通じて販売

売業者ならびにスーパーな

対象商品は流通菓子で卸

及び表示の方法の決定に係

消費税の転嫁の方法の決定

﹁流通菓子製造業における

県菓子工業組合に送った

される組合員は︑各都道府

４３２︶１６６０︑メール

１１５︑Ｆａｘ・０３︵３

電話・０３︵３４３１︶３

で︑問い合わせるとよい︒

費税額分を上乗せする旨の

小売は製造者自らが小売価

ＴＰＰ交渉における菓子類の
関税の敢扱いについて

全日本菓子協会事務局︑

食用小麦粉需要量の１割

砂糖需要量の２・５割︑

菓子需要が減少する中で︑

態になれば︑我が国全体の

原料農産物の需要先が失わ

形成されており︑我が国の

れることとなり︑国内農業

菓子産業は輸入菓子に比べ

量の２割

の維持︑振興にはつながり

業に対して︑輸入砂糖に課

２．このような状況の中で︑

ません︒

されている調整金や輸入麦

ＴＰＰ交渉において︑砂糖︑

輸入菓子類が増加すること

入粗糖に調整金が︑小麦に

小麦︑乳製品︑米等が除外

強︑バター・クリーム需要

ついては輸入麦にマークア

扱いとなって国境措置が維

響を及ぼすとともに・菓子

て大きなハンディを背負っ

◎理由

ップが課されるなど︑国内

持されたまま︑製品である

に課されているマークアッ

１．菓子産業は︑砂糖︑小

農業保護の財源とされてい

菓子類の関税が撤廃される

によって︑結果として国内

砂糖︑小麦︑乳製品︑米

麦︑乳製品︑米等の大口の

ます︒

量の２割︑加工原料米需要

等の農産物を除外等の扱い

ユーザーですが︑これら菓

○菓子産業の主原料の使用

特に︑砂糖については輸

渉における農産物等の関税

にするのであれば︑これら

子原料農産物は内外価格差

ています︒

の取扱いについて検討して

を主原料とする菓子類につ

が大きく︑政策的にも海外

企業もこれまで以上に海外

万人の雇用にも多大な影

けることとなります︒

産業は大きなダメージを受

菓子類の急増によって菓子

ます︒

に拍車をかけることとなり

り︑国内食品産業の空洞化

立地を進めざるを得なくな

年秋の叙勲褒章

▽旭日中綬章＝佐藤尚忠

︵業界関係受章者︑順不同︶

平成

団体が来場促進を図ったこ

設︑交通事業者など１０７

理事長︶

氏︵鹿児島県菓子工業組合

▽旭日小綬章＝岩田泰一

氏︵新潟県菓子工業組合理

氏︵千葉県菓子工業組合員︶

▽瑞宝単光章＝宮田愼吾

事長︶

︵奈良県菓子工業組合副理

▽旭日単光章＝吉田弘氏

理事長︶

︵元愛媛県菓子工業組合副

▽瑞宝双光章＝篠原修氏

事︶



３．さらに︑このような事

18

策を実施されたい︒

いるが︑菓子類に不利とな

いても同様の扱いとし︑原

こととなれば︑安価な輸入

◎要請内容

らないよう︑全国菓子工業

料と製品である菓子類との

割合

政府・与党は︑ＴＰＰ交

組合連合会など菓子業界団

市場と切り離された価格が

菓子産業に従事している

体は︑全日本菓子協会を通

国境措置のバランスを維持

こと︒再入場システムの利

回全国菓子大博覧会・広島



じて︑林農林水産大臣に﹁Ｔ

もし仮に︑原料と菓子類

されたい︒

関税の敢扱いについて︵お

のバランスが維持されない

第

回全国菓子大博覧会

万７千人で地元の
商業施設との回遊性を図っ

用者が

たこと︒おもてなし推進団

となどが上げられた︒また︑

氏︵元明治製菓社長︶

大きな効果となった要因

菓子博の記念誌︵写真︶も

体として報道機関や宿泊施

は︑２年間にわたり広報︑

発刊された︒

億も含む︶︒

宣伝︑誘客活動を行い︑全

▽瑞宝双光章＝柳沢英次
国から多くの人が来場した

を︑有料として計算した

ど︑１６６億円と発表され

・広島の経済効果がこのほ

第

経済効果は 億円

ＰＰ交渉における菓子類の

プを減免するなどの特別対

は︑本体価格︵消費税額分
求の都度︑本体価格と消費
を行う際︑税抜価格を提示
格を設定できることから対
るに共同行為に関する協定
・ anka-1@nifty.comもし
を転嫁する前の価格︶に消
税額を別記し︑それを合算
くは anka-2@nifty.com
して行う︒請求の際は妥結
象外︒また︑同カルテルは
書﹂をご覧いただき︑同意


同カルテルの具体的内容

◎消費税相談窓口

決定を行う︒消費税額分の
②表示については価格交渉

ーの納入価格を交渉しやすくする︒

は︑
精算は︑その商品代金の請

同カルテルに参加を希望

相談窓口を設置しているの

年４月１日か

10

間は︑平成

12

て示す旨を取引の相手方に

組合員へ参加募集を呼びかけ
全日本菓子協会内の流通菓子消費税転嫁促進協議会では︑平成
引き上げられる消費税に対応するため︑公正取引委員会に対し︑流通菓子につい

協議会では全菓連に対し︑傘下組合員への転嫁及び表示カルテルへの参加募集を
となっている︒

て消費税の転嫁及び表示カルテルの実施届出を行うことに決定した︒このため同

呼びかけている︒消費税が上がる際は︑取引先の大手小売りなどに︑増税分の値

31

26

①消費税の転嫁について

下げを半ば強制されるとの懸念があるため︑同カルテルで︑参加した中小メーカ

29

25

26

第896号
（平成25年11月）
● http://www.zenkaren.net/

26

た︵無料で報道された広報

12

願 い ︶﹂ を 要 請 し た︒ 内 容

開催記録

14

場合には︑国内菓子製造企

回全国菓子大博覧会・広島

26

は次の通り︒

第

26

信頼に応える全菓連
発行人

全国菓子工業組合連合会
理事長 岡本楢雄
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員： 600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般： 2,000円

11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治教授

第896号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成25年11月15日

二十年に一
参入。十六時三十分受付終

誘導により所定の奉拝席へ
控えて下さい。夜間長時間

お断り、手荷物の持込みも
めこまやかに説明されてい

な雨具は当日配布する等き

第一鳥居より参道を進ん

・使い捨てカイロを受取り、

ビニール製のレインコート

受大神宮遷御の儀の封筒と

新しく遷られる新正殿であ

これまでの御正殿、左側が

即ち奉拝席からみて右側が

の数三六〇〇席だそうだ。

間があった。

の間は約一メートル位の空

香がある同じ桧の垣で新旧

下諸員が中重の版を起ち内

・祭主・大宮司・小宮司以

収める行事が行われ、勅使

重の石壺に著版、太玉串を

垣の内に入らせられて御道

正殿を出御あらせられ、絹

これより神儀は静々と御

出来ない世界であった。

度という畏き
た。

同二礼二拍手一礼で参拝し

て退出した。時に八時四十

ゆえをもって十月五日午後
記念品は別送。服装は男性

証」を提示し、徽章をうけ、

携帯電話はマナーモードで

際には不敬に亘らないよう
火除橋前までタクシーで後

した。定刻伊勢市駅に着き、

から新御正殿の奥の端まで

奉拝者席は御正殿の手前端

で右側の御正殿の御垣は二

る。この御垣は桧造りの塀

は御正殿の御垣のみであ

は全く見えない。見えるの

参入に先立って勅使・勅使

串行事所に向かい、御垣内

の修袚の儀が行われて、玉

両側に相対して対揖、勅使

宮司・小宮司の列が参道の

神前に進み謹しみて出御を

ー）を奉仕し、正八時勅使

ケロー、カケロー、カケロ

が瑞垣御門で鶏鳴三声（カ

が整えられる。所役の宮掌

告げられ次第に渡御の列次

小宮司が御扉を閉じられ

れ、全てが整い、大宮司、

宝が次第に殿内に奉納せら

御、前陣・後陣の御装束神

われ、神儀静々と新殿に入

を正し厳かに新宮へと向か

なるだろうか。気になると

現とともに日本文化はどう

リニアモーターカーの出

であろうか。

るだろうか。それとも不変

また百年後にはどう変化す

古式にのっとった儀式、

分であった。

午後六時第三鼓（太鼓を

のご参列になり、祭儀中は
私は十四時五分大阪難波

席を立つ事が出来ないので

これが日本文化の一つであ

了。十七時奉拝席参入締切。

ろう。三時間にならんとす

祭儀は十七時四十分頃から

敷の白布の上を新殿へとお

る式年遷宮遷御の儀は二十

あたりのお定

院に参入、勅使が御祭文を

渡りになる。御列が進ませ

めにより、本

三回たたく）を合図に外宮

られるに従って庭燎はすべ

る。

奏す。大宮司・小宮司によ

一世紀の日本の式典として

だ。第二鳥居を過ぎていよ

って御正殿の御扉が開か

は長いと、思う者もいるか

発賢島行特急で十五時五十

斎館前庭より勅使の列次に

て打ち消され、浄闇の中、

も知れない。次の二十年後、

飲物には特にお心得おき下

祭主・大宮司・小宮司以下

楽長、楽師による道楽の調

始まり、十八時遷御の儀奉

私の席は丁度新正殿の真

れ、祭主以下殿内に候し、

べの中、前陣・後陣と威儀

年度の伊勢神

前の前から四列目だった。

正殿新殿の殿内を整え正殿

いよ御正殿に近づく。特別

百数十人の列が松明の明か

前では奉仕の順番に名前が

五分伊勢市着の電車で出発

りに照らされて参進。第二

さい。又静粛に特に渡御の

着席をしたら既に本遷宮に

鳥居で勅使の列と祭主・大

拝。二十時出御。二十時四

関する色々な説明がされて

十分頃入御、奉拝者一同拝

いた。奉拝席からは御正殿

宮式年遷宮遷御の儀がこの

て奉拝席より退出となって

十月二日皇大神宮並びに十

おり、当日は午後一時より

礼の後、係員の誘導に従っ

御斎行の運びとなり、この

月五日豊受大神宮において

度小職伊勢神宮式年遷宮奉
一 般 参 拝 停 止。「 特 別 奉 拝

伊勢神宮式年遷宮

賛会大阪府本部副本部長の

八時豊受大神宮遷御の儀に
は略礼服、夜間は相当な冷

随員・祭主・大宮司・小宮

外宮遷御の儀に特別奉拝席にお招きを受けて

特別奉拝席にご案内をうけ

十年の風雪に耐えたのか黒

ともに、楽しみでもある。

ずんでいてその歴史を物語

て、勅使が御祭文を奏せら

全菓連理事長・岡本楢雄

一〇〇米位あるだろうか。

奏請せられるがここまでは

れて、我々特別奉拝者は一

その前に床には土の上に木

司・禰宜が夫々両手に太玉

何も見ることも聞くことの

は徒歩で火除橋を渡り、特

っているようだ。左側の新

串を執って正宮御垣内に中

別奉拝者受付の赤色の受付

の板をはりめぐらし、その

御正殿の方は真新しい木の

はなく、電源を切ること。

で一一八六六特別奉拝者岡

上に折畳み椅子が並ぶ。そ

雨天の場合は奉拝席では雨
傘の使用禁止。レインコー
本楢雄祭場席番号赤七の豊

え込みが予想されるので防

ご案内によれば十四時火
奉拝が出来ない。宮域内へ
トをご用意ください。簡易

寒に注意。忌中の方は特別

除橋前テントで受付開始。
カメラの持込み撮影は固く

た。

各自で手水終了後、係員の

の低減対策については、厚

②食品中のアルミニュウム

や小麦のマークアップの免

る場合には、砂糖の調整金

菓子類との扱いに差が生じ

として、原料と製品である

関税交渉に関し、菓子業界

請、⑥ＴＰＰ交渉における

業界として農林水産省に要

また、各都県より広島菓

とされた。

理事長会議で検討すること

ロック会議終了後の各都県

会の開催の要請があり、ブ

の業務情報に係る意見交換

しており、ブロック各都県

より、組合員の減少に苦慮

明があった。また、新潟県

による受賞菓子の視察も受

をマスコミ公開、関係省庁

も高く、初めて審査の模様

についてマスコミ等の関心

６１１件、⑥今回は、褒賞

件、ベビーカー貸出件数１，

車椅子貸出件数１，３０１

ひと時が持たれた。

れ、ブロックの絆を深める

を移して懇親会が開催さ

引き続き同ホテルで会場

了した。

を群馬県に決定し会議を終

ブロック会の次回開催地

けた。

川県＝大西千章、▽愛媛県

▽岡山県＝頓宮勝二、▽香

一、▽和歌山県＝川野益弘、

庫県＝中出口嘉男、木村眞

▽大阪府＝佐野和男、▽兵

川要、▽京都府＝山下靖夫、

＝杉原敏雄、▽三重県＝大

岡県＝石川純弘、▽愛知県

▽石川県＝寺岸純二、▽静

青森県＝小田原勉、栁谷一

▽北海道＝新倉吉晴、▽

食品衛生功労者

菓子のボナール

ヒシヤ食品、北九州市＝洋

＝㈲天明堂、▽神戸市＝㈱

県＝國和産業㈱、▽広島県

県＝金森弘光、秀島一生、

▽高知県＝車春恵、▽福岡

章、▽愛媛県＝田村信郎、

小畠弘光、▽香川県＝森博

嘉記、▽広島県＝宮郷武、

▽岡山県＝佐藤直通、尾藤

良章、▽島根県＝堀昇治、

県＝東功志、青木明、駒井

奈良県＝西泰秀、▽和歌山

場、▽愛知県＝エフベーカ

▽岐阜県＝養老軒第一工

波工場、▽石川県＝谷保屋、

松屋、▽富山県＝㈱北越砺

菓子司松埜、▽新潟県＝㈲

ー、松姫、▽神奈川県＝御

ホテルペストリーベーカリ

合資会社扇屋、京王プラザ

キヤ洋菓子店、▽東京都＝

関東甲信越

全菓
連

おいて平成

を開催

ブロック
会
議

万個、⑥

生労働省が使用基準の設定

除（一般財源への変更）等

子博への参加状況、各賞の

迪、▽長崎県＝畑中康弘、

川義正、▽佐賀県＝水田泰

＝松本行弘、▽福岡県＝堀

剛、小松貞吉、▽山形県＝

阿部忠雄、▽秋田県＝黒丸

県＝沼倉匡志、菅原定光、

岩手県＝齊藤俊明、▽宮城

雄、菊地浩、白川誠治、▽

㈱、▽青森県＝御菓子処葉

▽北海道＝ロマンス製菓

食品衛生優良施設

京都市＝髙野元弥、山本孝

▽名古屋市＝安田里司、▽

市＝庄子雄四郎、佐口梅幸、

▽宮崎県＝大野惺、▽仙台

子工場、▽熊本県＝熊本県

崎県＝観光ビルはたなか菓

▽鳥取県＝土井製菓、▽長

和歌山県＝春栄堂、富美堂、

▽兵庫県＝満井幸栄堂、▽

＝大阪さつま屋、㈱粟玄、

西洋菓子処東山、▽大阪府

屋事業所、ポンパドール、

リーコーポレーション名古

•••••••••••••••••••

▽札幌市＝今野一、▽川崎

深澤勝洋、▽福島県＝渋谷

山、エチゼンヤ、▽宮城県

パン共同工場、▽宮崎県＝

食品衛生表彰

子の配布総数約

年度全菓連関

月８日栃木県日光市に

作業を進めているが、膨張

の国内措置を講じるよう内

伝達、後継者不足等による

料品として要請するとの説

東甲信越ブロック会議が開

剤メーカー各社はアルミを

閣官房の対策本部へ要請等

化と安定供給の実現を関係

催された。会議には、全菓

含まない製品の開発・販売

である。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

連岡本理事長、大窪関東甲

を進めており、前広の対応

菓子の品質管理・表示の適正化等の報告

信ブロック幹事長、関東甲

が肝要、③食品表示の一元

市＝沼田隆作、▽浜松市＝

英勝、▽栃木県＝渡邉政雄、

＝㈲ケーキショップアカ

日本食品衛生協会会長賞

名の

信越各都県理事長等

石野恒夫、▽名古屋市＝田

秋元義彦、▽埼玉県＝月岡

マ、学校給食パン宮城協業

ク会幹事長の主催者挨拶、

拶、大窪関東甲信越ブロッ

齋藤理事長による歓迎の挨

栄養成分表示の扱い等中小

準の検討が進むことから、

の施行に向けて今後表示基

表示は項目が増えると大

表示法について、栄養成分

して、山梨県より①新食品

次いで、広島県の大谷理

の実施状況等が報告された。

関係者が参加し、開催県で

邉悦郎、▽京都市＝鳥山安

宗治、鏡房男、▽千葉県＝

組合員の減少、各種講習会

衛生功労者は三三〇名、同

博、▽大阪市＝萩野富生、

刈込浩一、▽東京都＝酒井

変、義務化されても対応で

次いで、各県提出議案と

優良施設は二二九施設であ

▽神戸市＝末武昭廣、▽熊

業者が実行可能なものとな

化法については、２年以内

品衛生協会主催による第

った。受賞された菓子関係

本市＝髙岡辰生、北川和喜

全菓連岡本理事長の挨拶、

ある栃木県菓子工業組合の

事長より広島菓子博の報告

回「食品衛生表彰の会」が

者は次のとおり。敬称略。

浩治、小日向辰雄、▽新潟

㈱、でん六蔵王の森工場、

店、▽山形県＝余目製パン

組合、▽秋田県＝紫園菓子

子舗、▽横浜市＝金のフラ

店、▽さいたま市＝岡埜菓

▽鹿児島県＝㈲森三姶良

合資会社いなはる菓子司、

さどびら菓子店、好洋堂、

開かれ、菓子関係者多数が

月

厚 労 省、（ 公 社 ） 日 本 食

菓子関係者多数が受賞

と協力へのお礼が述べられ

日、東京・明治座で
た。報告の主な内容は、①

県＝恩田英宣、▽富山県＝

▽福島県＝若木屋菓子店、

イパン工場２階・３階、▽

万人を

きない、②消費税について、

食品衛生優良施設

米谷誠、井田公行、井波博

▽茨城県＝源内製菓㈲、▽

来場者数は目標の

るよう国に働きかける、④

▽茨城県＝ジャパンフリ

雄、▽石川県＝羽田重誠、

群馬県＝㈲油屋菓子店、▽

厚生大臣賞受賞者

トレー㈱、▽埼玉県＝たね

▽福井県＝木津寛幸、▽山

引き続き、大窪ブロック
幹事長を議長に選出、議事

まず、全菓連よりの近況

に入った。

の

食品衛生功労者及び食品衛

に、▽富山県＝浜田食品工

梨県＝滝澤克朗、▽滋賀県

京都市＝㈱人見パン、▽神

何とか達成、最多入場者数

業㈱富山工場、▽山梨県＝

埼玉県＝㈲新井製パン工

戸市＝フジパン㈱神戸工場

の意見が出され、全菓連よ

茨城県＝須藤清、▽群馬県

ちぼりキネヤ㈱、▽滋賀県

場、▽千葉県＝モロゾフ㈱

国中小企業団体中央会を通

＝為谷富男、田中實、▽埼

＝木戸修一郎、▽京都府＝

船橋工場、モン・レーブア

する関東甲信越ブロック幹

協会会長賞を受賞した。同

玉県＝武笠吉夫、▽東京都

馬場哉、西山昇、▽大阪府

食品衛生功労者

表彰の会で厚生大臣賞を受

＝洋菓子の店不二屋、▽兵

＝谷口一男、渥美弘三、▽

▽福島県＝古川重雄、▽
弱、②スタッフ・ボランテ

賞された食品衛生功労者は

庫県＝㈲ツマガリ、▽和歌

生優良施設として、厚生大

ィア延総数１万５千人、う

＝栗原誠、伊藤正博、森八

山県＝㈱サブール、▽岡山

臣賞ならびに日本食品衛生
方の環境整備と一体とされ

ちボランティア１千８百

一、▽神奈川県＝森武男、

は閉幕前日の５万３千人、

ており、国に対しては、簡

二〇六名、同優良施設は一

▽富山県＝木下晃、硎裕、

平均入場者数は３万４千人
％への引き上げ時に菓

易な計算方法、諸外国に見

一五施設、日本食品衛生協

り、栄養成分表示の義務化

子を含む食料品の軽減税率

人、③協賛企業１３７社、

会会長賞を受賞された食品

は、消費者側・事業者側双

の導入等を要請、⑤原料用

られる小規模業者の義務免

万７千人、⑤お菓

④初めての取組である再入

じ、事業継承税制の拡充、

年産

場者数

固定資産税の減免、消費税

米の高騰を踏まえ、

除等を要請していく、消費

12

26

10

事長表彰が授与された。

報告が行われたが、その主

税については菓子も含む食

菓子も軽減税率の対象にと

出席者の自己紹介の後、組

58

のコメ政策の検討におい

年度税制改正に向け、全

83

て、原料用米の価格の適正

合役員永年功労者７名に対

25

な内容は、①菓子の品質管

80

理・表示の適正化への対応、

26

10

57

25

10
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分はないというようなこと

給与を支払うと父親の取り

松谷化学工業株式会社が機

いる。兵庫県に本社を置く

県が非常に熱心に支援して

の研究を長年進めており、

力も得られたが、特に今回

博は関心が高く組合員の協

く れ て い る（ 徳 島 ）、 菓 子

トを作成するなど支援して

大遷宮で来年夏までは観光

てくれた。出雲大社は今年

も市も要望以上の助成をし

る。菓子博については、県

は、我々自らがＩＴの活用、

界が発展して行くために

等様々な動きの中で菓子業

としての成長戦略、ＴＰＰ

客も多いがその後は減少す

農業との連携、大都市特に

日から
は初めての試みとして販売

東京のマーケットをどう取

月

も 出 て き て い る（ 愛 媛 ）、

能性食品としての将来性に

り込むか、若者のサプリメ

来る
程で「ねんりんピックよさ

るのではないかとみられて

を開催

幹事長の議長により議事に

おり、県からは大社で菓子

ブロック
会
議

広島菓子博への参加状況等の報告

９月
に取り組んだので、より参

ン ト 依 存 へ の 対 応 な ど、

加意識が高まるとともに次

のイベントをすれば助成す

様々なことを考え、行動し

着目し香川県に新工場を建

期博覧会向けの財政基盤の

ていく必要があると思って

設、商業生産を開始した。
生産量が増加すれば価格も

日に最後の広島菓子

ると言われている（島根）、

こい高知２０１３」が開催

まず、各県より近況報告
選手１万人、関係者１万人
強化にもつなげることがで

されることとなっており、

が行われたが、その概要は、

き た（ 山 口 ）、 県 は 従 来 か

入った。

会議が開催された。会議に
下がるので菓子への利用も
月

さらに広がると注目してい

広島菓子博への参加状

が来県される予定。県から

村中・四国ブロック幹事長、

博実行委員会を開催し、最

いる（岡山）。

ら菓子博を熱心に支援して

長より広島菓子博の報告と

る。（香川）、広島菓子博に

協力へのお礼が述べられ、

張りのテントで県下の

する一般市民の関心も高ま

ブロック会の次回開催地を

況、 各 賞 の 伝 達（ 各 県 ）、

った。これを単なる打ち上

名

いただけた。ただ、菓子博

げ花火に終わらせることな

中・四国各県理事長等

については、もっと経費の

次いで、全菓連よりの近

８組合、

評判になった。先月まで県

かからないものにしていた

況報告、広島県の大谷理事

している。高知県の菓子の

庁ロビーに展示され、現在

終的な決算を報告する。菓

後継者不足等による組合員

宣伝と需要拡大につなげて

は阿波踊り会館に展示して

子博により広島の菓子に対

の 減 少（ 各 県 ）、 各 種 講 習

い き た い（ 高 知 ）、 県 知 事

くれているが、広島菓子博

の関係者が参加し、開催県

会 等 を 実 施（ 各 県 ）、 後 継

が県産品の振興に熱心で、

では従来以上の支援をして

である岡山県菓子工業組合

年位前から取り組んで

者問題は県の応援も得なが

はお菓子めぐり館で阿波踊

の武田理事長による歓迎の

ら

りの工芸菓子を展示したら

11

社が出展し販売

10

挨拶、全菓連岡本理事長の

た

の要請を受け、県が用意し

年

29

以下のとおりである。

ィア岡山において平成

26

挨拶、田村中・四国ブロッ

40

氏による謝辞、出席者の自

山県菓子工業組合稲葉伸次

表彰と受賞者を代表して岡

る中・四国ブロック幹事長

組合役員永年功労者に対す

ク会幹事長の主催者挨拶、

男も帰ってきて、これらに

いたが、長男だけでなく次

にも、息子が大都市に出て

て頑張っているし、その他

大手５～６社は後継者が出

かった。しかし、最近は、

きたがなかなか効果が出な

の機能と工業的な生産方法

しない単糖類である希少糖

り自然界にわずかしか存在

て、ブドウ糖などとは異な

生命科学研究の一環とし

ている。また、香川大学が

いろいろ支援していただい

波ういろう」のパンフレッ

取り組んでおり、県も「阿

負けずに宣伝していこうと

り知られていないが、今後

一つ。他の２つに比べあま

山口と並ぶ日本３大外郎の

いる。徳島の外郎は名古屋、

など観光客が減少してい

被害はなかったが、津和野

豪雨により菓子屋に直接の

発に活動している。先日の

者はほぼ確保されており活

数は減少しているが、後継

だ き た い（ 鳥 取 ）、 組 合 員

た。少子高齢化の進展、国

軽な体制にすることができ

問題があったが、何とか身

組合はこれまでいろいろと

ろ 考 え て い る（ 広 島 ）、 当

くかが課題であり、いろい

く、今後にどうつなげてい

を深めるひと時が持たれた。

れ、和気あいあいとして絆

を移して懇親会が開催さ

した。

香川県に決定し会議を終了

の 記 事 が あ っ た。「 消 費 税

大学教授「経済を見る眼」

読んでいると土居丈朗慶応

を負う責任の一端を現代世

期的に見て、負うべき負担

化理論である。そして、長

う。その根拠は、課税平準

長期的な経済成長を損な

差を助長するだけでなく、

る世代間の受益と負担の格

が軽くなり、財政にまつわ

るほど、高齢世代の税負担

ものにとどまり、景気回復、

するがその効果は一時的な

動の経済対策を何度も実施

デフレ経済となり、財政出

まり、以後経済は低迷して

引き上げから景気後退が始

知れない。だが、消費税率

げは、引き金だったのかも

が主因で、消費税率引き上

け取れた。確かに金融危機

して問題は、落ち込んだ後

（ こ の 折 れ 線 を Ｂ 線 ）。 そ

をＡ線の下に向けて引いた

き、引き上げ後の落ち込み

需要をＡ線の上に向けて引

税率を上げる前の駆け込み

線 ）。 Ａ 線 を 基 準 に、 消 費

点 線 で 示 し た（ こ れ を Ａ

この線を同じ傾斜で延長し

を８％に引き上げた以降、

違いがある。減税並びに規

めの経済政策で、考え方に

▼景気を維持していくた

達成できる。

併せて初めて所期の目的が

換えする等のコスト削減を

効率良い事業へ人員を配置

まないもの）事業は撤退し、

ない（投資以上の価値を生

国においても投資とは言え

くなって増収になる分と、

に相当し、実質的な消費税

の経済対策は消費税２％分

レビではなかった。５兆円

なくとも私が見た新聞、テ

んどされていなかった。少

聞いたが、この報道はほと

きていると政府関係者から

り増収になった分で確保で

い。財源は、景気が良くな

かった。復興予算は削らな

算が削られるとの報道が多

前倒しての廃止は、復興予

転嫁も正常に行える。

がある。さすれば消費税の

と向かう好循環にする必要

と考えて増し、消費拡大へ

出し、給与を人材への投資

景気が回復し企業が利益を

もらうことが大切になる。

復は期待できると認識して

状況を正確に伝え、景気回

れた経済政策や現在の経済

全菓連だより

率を８％に引き上げること

代が全うできる点で、重要

のＢ線をＡ線まで短期間に

制緩和で投資を促進する考

日付の或る新聞の見出で

る」としながらも「消費税

験上やむをえない面もあ

う確信が持てないのは、経

気が大きく悪化しないとい

め、消費税率を上げても景

が景気後退に直面したた

は、金融危機が主因だった

は金融危機が主因で、消費

げ後景気後退に直面したの

１９９７年の消費税引き上

う。しかしこの記事からは、

るとするのは正しいと思

が全うできる点で意義があ

べき責任の一端を現代世代

延ばしにはできない。負う

▼消費税率引き上げを先

肩上がりに引き、消費税率

で景気が良くなった線を右

軸を時間に、アベノミクス

していた。縦軸を景気、横

く図解した表を使って説明

引き上げの影響を分かり易

で甘利明大臣が、消費税率

と思う。

月６日のテレビ

大きいと考えるのが正しい

げが、景気に与えた影響は

の消費税率５％への引き上

増収になる分と、景気が良

により、消費税率を上げて

ょう。Ａ線を維持すること

の引き上げはできないでし

が戻らなければ次の

％へ

と思う。というのも、景気

ないとするのは正しくない

景況にとらわれるべきでは

期的政策だから、短期的な

う。消費税率引き上げは長

た。この説明は正しいと思

う。復興特別法人税を１年

誘引する政策が正しいと思

された法人減税等で投資を

うだ。やはり、総理が決断

有効だが、時間がかかりそ

とは言えない。改善すれば

過去と同じなら有効な手段

り評価されてないように、

動は、浜田宏一教授があま

え方があるようだ。財政出

え方と、財政出動による考

には、対策として打ち出さ

気は悪くなる。これを防ぐ

つ。節約が長引けば更に景

はこれが大きな影響力を持

約する方に動くだろう。実

意識を消費者が持てば、節

は良くなりそうにないとの

３％も上がったうえに景気

してのことだと聞いたが、

これは景気への影響を配慮

率引き上げは１％になる。

全菓連理事・千田仁司

養わなければと思っている。

何が正しいか判断する目を

な意見を掲載する。この為、

聞は中立の立場でいろいろ

どうも違うように思う。新

一案」との記事があった。

じて自動的に増税するのも

大 き す ぎ る 」「 歳 出 増 に 応

の増税時の経済対策規模は

全 化 は 達 成 で き ず 」「 今 回

「消費税率

10

10

％でも財源健

率引き上げは、長期的な政

税率の引き上げはさほど大

日号を

が決まったが、その最後の

成長へと進展せず苦しんで

戻す必要があると力説し

策なので、近視眼的に短期

きな要因ではないように受

12

的な景況にとらわれるべき

月

障害は、景気を悪化させる
な意義がある」概ねこのよ

きた。それゆえ１９９７年

10

▼東洋経済

懸念だった。確かに前回消
うな意見だった。

月

費税率を上げた１９９７年

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

引き続き同ホテルで会場

己紹介の後、田村ブロック

15

11

度全菓連中・四国ブロック

10

11

は、全菓連岡本理事長、田

25

27

ではない。増税時期が遅れ

10

10

10
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回全国菓子工業組合

長より﹁ブロックの負担金

小沢東北・北海道ブロック

歓迎の言葉を述べた︒また︑

て頂きたいと思います﹂と

がら︑この山形をご堪能し

議の報告がなされた︒

望しています﹂と代表者会

流会も同時に行いたいと要

被災県を応援から︑全国交

次回開催地は福島ですが︑

ないので貴重︒

庫県産山田錦は︑量が取れ

山県産雄町︵おまち︶と兵

吹雪を一部使っている︒岡

張られている︒青森県産花

％で

ン﹁ひろしま菓子博２０１

してパネルディスカッショ

ある︒物の移動は︑例えば

で︑手作りと機械の違いが

○清酒製造業は作り方同じ

残りは糠に使われる︒

○山田錦は精米歩合

金︑全国での災害の義援金︑

３ を 振 り 返 っ て ﹂︵ 各 道 県

本会議終了後︑第２部と

組合長谷川青年部部長より
慶弔費などにあてます︒ま

活動報告︶また︑第３部は

を設け︑ブロック会の補助

﹁この度の会は東北・北海
た︑愛の菓子に代わる被災

大会では山形県菓子工業

参加した︒

全菓連青年部東北・北海道ブロック山形大会

寿虎屋酒造を見学
第

月

連合会青年部東北・北海道
ブロック山形大会は︑
日︑ホテルメトロポ

地支援事業ですが︑農水省

た︒全菓連からは︑岡本理
ないでいくことが青年部の

とたすきを受けて︑次につ

います︒私たちもしっかり

するという取組みがありま

産物やその他を食べて応援

の補助事業で︑被災地の農

に 迎 え﹁ マ メ に 生 き る︒﹂

六代表取締役社長︶を講師

鈴木隆一氏︵株式会社でん

無人の時は機械で温度と時

ているなど︑機械で行う︒

圧縮した空気で蒸米を送っ

麹菌を繁殖させるため︑大

使命だと思います︒菓子の

吟醸なら

事長︑齊藤副理事長︑松倉

れ た︵ 以 後 掲 載 ︶︒ 懇 親 会

山形県菓子工業組合理事

では︑やまがた舞妓の演舞

間を管理している︒また︑

災地のお菓子を全国的に販

時間休みなし

売することになり︑全国で

をテーマに講演会が開催さ

道では

回の歴史を歩んで

35

・北海道ブロックは被災県

とになっております︒東北

までに１ヵ所以上で行うこ

６ブロックあるので︑来年

○

日よ

明された内容は次の通り︒

造を見学︑試飲もした︒説

スカーションでは寿虎屋酒

も披露された︒翌日のエク

かけて酒母を作る︒酒母は

行う︒蒸米を入れ︑２週間

○清酒工房では純粋培養を

て酒母室に入る︒

で︑人が３時間ごとに起き

の状況によって考えたいと

意見もありますので︑親会

も一緒に売れないかという

した︒また︑地元のお菓子

ベントを行うこととなりま

来年６月に予定しているイ

○地酒は県産米を使ってい

うなものだ︒

込む︒昔のお釜や釜場のよ

タンクに浸し︑蒸米機で仕

○製法は精米した後︑浸漬

している︒

○白米は自社で委託生産を

り始まった︒

のせみ塚などを見学した︒

山・散策し︑松尾芭蕉由来

この後︑山寺立石寺を登

○醪は仕込んで

た︑櫂で混ぜていた︒

昔は氷と電熱線だった︒ま

で温水と冷水が出せるが︑

ルコールを出す︒今は機械

糖を食べて二酸化炭素とア

日間︑発

思います︒また︑今後のブ

る︒ただ︑好適米が不足し︑

酵させている︒

ロック大会は財政的なこと

他県から山形県産米が引っ

年酒造りは９月

３県を除きますが︑山形が

48

もあり︑親会と同時開催の

17

方向で考えています︒また︑

25

京都府菓子工業組合青年部
京都文化祭典に参加

老若男女総勢１００名を超

菓子作り体験教室を開催

京都府菓子工業組合青年

える一般の方々に参加して

るほどの大盛況でした︒

一時的に順番待ちができ

頂きました︒

部︵北川善英部長︶は９月
日︵日︶にゼスト御池に

て京都市主催の﹃京都文化
祭典﹄に協賛し菓子作り体

練切の﹁菊﹂と﹁うさぎ﹂

上がる工程を熱心に教えて

﹁菊﹂と﹁うさぎ﹂が出来

を参加者と共に作り︑我々

様︑とりわけお子様たちが︑

時までの

青年部員もお菓子作り体験

目をまるくして生菓子の

時〜

を一緒に楽しむ事ができま

当日は

験教室を開催しました︒

短い時間でしたが︑お菓子

した︒参加して頂いたお客

16

作りが無料で楽しめるとい

13

う事で︑子供から大人まで︑

菓子作り体験教室

10
・大内直之

株式会社

ば

京都府菓子工業組合広報

んば様

◎備品提供

過ごす事ができました︒

が︑本当に有意義な一時を

短い時間ではありました

見事完売！

ました︒こちらも大盛況で︑

に持ち寄り販売させて頂き

それぞれの自社製品を互い

けさせて頂き︑当青年部の

当日は物販コーナーを設

姿がとても印象的でした︒

もらいながら作業していた



青年部東北・北海道ブロック大会

す︒ブロック長会議でも被

名の青年部員が参加し

リタン山形で開催され︑約

９〜

10
可能性︑使命を皆で考えな

34

15
10

長︑ほか中島青年部部長が

50

都
京
15

平成25年11月15日 （４）
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全菓博 名誉総裁賞受賞記念
びゃくれ ん

白蓮とは、湯の町

催し作品公募を行っている。
銘を受けたことから、白蓮

高く生きた女性の生涯に感

づくりをコンセプトとし、

歴史や文化に由来するもの

を誕生させようと別府市の

別府から全国に誇れる銘菓

平成６年４月

白蓮」は誕生した。

し、 承 諾 を 得 て「 幻 の 華

に名前の使用について懇願

の愛娘である宮崎蕗苳さん

銘菓

作元である別府市菓子組合

市内の和洋菓子店等が協力

て、地元の新聞社と共催で

節目となったことを記念し

ふれる街並みから感じられ

正時代の別府の異国情緒あ

完成させた逸品であり、大

し約３年間の歳月を費やし

売されており、当初の目標

別府駅、別府湾ＳＡ等で販

めとして、大分空港、ＪＲ

内の白蓮会会員の店舗を始

上を伸ばし、現在は別府市

を開始して以降、順調に売

開
催

年が素晴らしい

（組合長：原口嘉哲氏）で

回全国菓子大博覧会

は、平成

幻の

白蓮賞短歌コンクールを開

た西洋文化と日本文化の融

百万石の菓子文化
いしかわスイーツ博２０１３

１年半後にせまった北陸

に至るまで関係者との綿密

専務理事が、イベント開催

今年は金沢城隣り「しいのき迎賓館」にて開催！

新幹線金沢開業を見据え

な会議を重ねてまいりまし

金澤百万石武将隊らによ

た。

る紅白もちつきと振る舞い

て、昨年新しく始まった菓

「百万石の菓子文化・いし

でオープニングを飾り、多

子処いしかわ発信イベント

日の２日

日・

くの来場者たちはスイーツ

月

かわスイーツ博２０１３」

間、メイン会場を金沢城に

店舗の和洋菓

カフェで約

27

隣接する「しいのき迎賓館」

26

頭で紹介した短歌コンクー

後に期待すると同時に、文

運命に身をまかせながら

激動の時代において稀有な

受賞人数も多めの設定で、

評価が期待でき、賞の種類、

な感情を込めた作品にも高

を設け、型にはまらぬ自由

な方やチャレンジ好きな方

たは皆様の周りに短歌好き

この記事をご覧の方、ま

副賞も充実している模様。

ホ ー ム ペ ー ジ に て。（ か し

要項は大分県菓子工業組合

せの上ご応募下さい。応募

がいれば、是非お誘い合わ

大分県菓子工業組合事務

）
jp

えん：

局長・早瀬大雄

ちは百万石の和洋の芸術を

われ、県外からの観光客た

る舞い（髙木英八氏）が行

と ）、 上 生 菓 子 の 実 演 と 振

菓子展示（御菓子司むらも

菓子の芸術作品である工芸

が開催され、

チームによ

象に「スイーツコンテスト」

生徒（３名１チーム）を対

め、全国の製菓専門学校の

としての石川を発信するた

また、スイーツのメッカ

分担がなされました。各担

によって、適材適所な役割

と配慮の行き届いた調整力

たが、責任者各位の責任感

業界の繁忙期でもありまし

お菓子行事も重なり、また

中崎功雄の各氏）が軽妙な

下晃、中田敬祐、中谷圭一、

道、行松宏展、橘憲一、道

崎欣浩、中村成伸、河上安

教室では、若手講師陣（岡

た緑地広場での和菓子作り

た。金沢城石垣を背景にし

心行くまで楽しんでいまし

校「ＮＫＳ・ 」チーム（東

行）には、日本菓子専門学

店工房見学含む欧州研修旅

賞（副賞・ヨーロッパ有名

り技術を競い、見事知事大

飾り・小物の分野で菓子作

ムが決勝に進み、和・洋・

る予選を勝ち抜いた５チー

ークの力」でこれからも菓

工業組合はこの「チームワ

いたしました。石川県菓子

あってこその成果だと実感

日頃からの深い信頼関係が

した。これは、組合員間の

れが役割を十分に果たしま

当者もそれに応え、それぞ

した。石川県菓子工業組合

に移して盛大に開催されま

た、しいのき迎賓館内では

レートで楽しみました。ま

子を山中漆器のスイーツプ

等とのテーブルコーディネ

和菓子と九谷焼や山中漆器

山 甘 清 堂、 な か む ら ）、 和

ート展示（菓匠髙木屋、越

ていました。

く百万石の菓子文化に触れ

参加者たちは楽しく美味し

トークで会場を盛り上げ、

拍手が送られました。

くの来場者たちから祝福の

京）が輝き、表彰式では多

続けてまいります。

子処いしかわの魅力を磨き

企画委員会・深沢大

石川県菓子工業組合事業
「雪月花」をテーマにした

イベント期間中は、他の

（小出進理事長）からは髙

30

木慎司副理事長と浦田東一

若い女性に人気の百万石和菓子作り教室

第
・広島において、最高賞で

別府銘菓「大正浪漫
白蓮」は、併せて発売
周年を迎えた。商品の創

合した雰囲気を表現するた
どおり湯の町別府を代表す

恋と言われ、別府とえにし

ルの応募作品が全国から殺

も、晩年は平和運動に情熱

http://www.kasien.

を燃やし、歌人として誇り

18

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

大正浪漫 幻の華 白蓮

華

めに、洋風の生地には胡麻

念の年に名誉総裁賞という

別府市菓子組合では、記

には和菓子には欠かせない

深き女流歌人であり皇室出

白蓮の今

大きな勲章を頂き、更に注

身の柳原白蓮（やなぎわら

到することも楽しみにして

目を集める銘菓

びゃくれん）から頂戴して

いる。今回は

歳未満の部

おり、明治、大正、昭和と

菓名については、大正の

小豆餡をサンドしている。

ばしい味わいに仕上げ、中

る銘菓に成長した。

15

とアーモンドを使用し、香

25

26
10

29

53

が、

日に販売

ある名誉総裁賞を受賞した

白蓮賞短歌コンクール

分
大
20

川
石
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一から職人を育てる

勉 強 堂

勉強堂 川口 暢適庵

むぎっこ栗っ子

になると思います。苦労し

番の人気商品だそうです。

り、屋号のように日々精進

最後に治己氏はこれから

する菓子屋であり続けたい

て作った作品をお客様にみ

強堂の商品の一つ「むぎっ

と話しておりました。いき

も例えば映画監督のように

こ栗っ子」を紹介したいと

いきと楽しそうにお菓子の

一つの作品（商品）の脚本

思います。大麦からできる

話をする治己氏は、スタッ

てもらい、その喜ぶ顔を見

麦こがし（はったい粉）を

フを一人の職人を育てるの

ることで菓子作り職人にと

使った生地でしっとりとし

ではなく、一人の大きな人

から演出まですべてを考え

たこしあんと甘露煮の上品

間として育てていこうとし

っての喜びを感じてもらい

な味の栗を一粒包みこんだ

ているのだなと思いまし

ていき、いつまでもいいお

焼き菓子です。口にいれた

た。私には持っていないと

菓子、おいしいお菓子を作

瞬間、麦の香ばしさが広が

ても大きな器を治己氏に感

その職人の方々の作る勉

りました。とても懐かしい

じてしまいましたが、とて

たいのだとも思いました。

た。勉強堂では、毎年お客

感じのするお菓子で、私は

御菓子司

様から夢のお菓子「和菓子

コーヒーと一緒にいただき

もいい刺激を受けた取材で

も受け入れておりますの

憩いの場となっております。

に願いを」のアイデアを募

ましたが、たいへんおいし

もありました。

橋宏暢

紀幸氏（彩雲堂で５人目）

で、是非御来県・ご入校く

今回訪れたのは広島県の

集しています。その選ばれ

く飽きのこない味わいに仕

丁寧に指導しています。常

も当専門校の卒業生です。

今回お話を伺ったのは主

自信があるからだと思いま

たアイデアを実際のお菓子

上がっています。たくさん

っております。技術検定２

に実践的な授業と昔ながら

人門田治己氏です。勉強堂

す。そしてお菓子作りとは

にするのが若手の職人の仕

化として再評価し、まちづ

級の課題でもある、小麦粉

の手法を大切にした授業の

中核市、福山市です。福山

した。お菓子に興味、関心

違う分野を学んできた方々

事だそうです。これは職人

し、研究室での一日は一服

くりに生かそう」というメ

饅頭・どら焼き・練切（菊）

市は古くから交通の便もよ

元福山に帰ってきました。

がある方を一から育てて職

だからこそ、おもしろい発

の抹茶から始まり、１週間

和歌山県菓子工業組合事

ッセージであふれている。

は創業昭和４年、治己氏で

店を任された治己氏は今ま

人にしようとする考えだそ

想のお菓子ができることも

に京都で誕生したという駿

に一度は、季節の和菓子を

く、繊維産業、重工業など

その大都市福山の閑静な

でのデパートとかへの出店

また同じお菓子屋として

構え、店の盛況が伺えます。

うです。これはなかなかで

河屋の伝承に耳を傾ける。

味 わ う と い う 著 者。「 和 菓

３代目になります。治己氏

住宅街に店舗をかまえてい

を考え直し、地域密着型の

驚いたことなのですが、勉

きることではありません。

「菓祖田道間守が棲む紀

千家三世家元宗旦と駿河屋

は東京で菓子の勉強をし、

るのが、勉強堂川口暢適庵

店舗販売のみに切り換えて

強堂で働く職人の方々は菓

州は、和菓子の物語を語る

当主をめぐる〝秘話〟や紀

が盛んで瀬戸内海の臨海工

です。店内はとても広くた

いったそうです。地元のお

子作りに携わったことのな

ある商品の中で勉強堂の一

にふさわしい土地」著者は、

子文化を日本文化・地域文

業都市として知られていま

くさんのお菓子がレイアウ

客様に愛されてこその菓子

としてたいへん貴重な経験

書き出す理由をこう記す。

州女性が書き留めた「羊羹」

大阪で修業を積んだ後、地

トされていて、どれを買お

屋だということでしょう。

あるとおっしゃっていまし

この中では、旧城下町の和

に関する記述に注目する。

す。

うかと選ぶのが楽しくなる

職人として育てる楽しさ、

し な が ら、〝 和 菓 子 文 化 ル

歌山、田辺、新宮など６地

羊羹では真言密教の聖地高

豊かな和菓子文化はよいまちの条件だ

紀州の和菓子 その文化とまちづくり

務局長・高橋義明

•••••••••••••••••••

実践的と伝統の両立
ーツとすることが解き明か

遷宮参拝で賑わい、雲南市

今、島根県は出雲大社の

は好評発売中です。

月より後期の授業

さて、島根県菓子技術専

を実習してきました。全国

門校は

和菓子協会認定「選・和菓

角べらの使い方などを懇切

り、特に練切に関しては三

も授業に組み込まれてお

菓子職」を受賞した、田中

ています。今年度「選・和

両方を取り入れる工夫をし

当専門校は県外からの生徒

は毎年成功しています。又、

大社に全国の神様の招致に

11

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

この本は、これまで語ら
ネッサンス〟の必要性を説

域の今日の和菓子文化を俯

され、山麓の橋本市で年末

吉田町出身で「神々の国し

が始まり、前期授業で作っ

伝効果もあり、大勢の皆様

子職」や島根県の優秀技能

島佐枝子

島根県菓子工業組合・高

ださい。

れることのなかった紀州の
く一冊。著者は和歌山大学

野山の名物「蒸羊羹」は、

屋の歴史や江戸時代に生き

３日間だけ売られる素朴な

まね」宣伝隊長〝吉田くん〟

た色々な餡を使って、包餡

島根県菓子技術専門校
た紀州女性、沼野峯と川合

「でっち羊羹」の風習は、

（秘密結社

から始まり上用饅頭・利休

寺院の懐石料理の盛干をル

小梅『日記』が記す和歌山

羊羹に流れる長い時間に誘

虐的カレンダーで「島根は

の御用を勤めた総本家駿河

城下の菓子事情、表千家家

う。また、郷土の菓子では、

日 本 の 領 土 で す 」「 日 本 で

が来県され観光客であふ

者賞等を受賞者が講師を勤

島根県菓子技術専門校

カレンダー（２０１４年版）

元が代々紀州藩御茶頭をつ

紀州の独特な柏餅や柚べし

「美味しい和菓子はいい

れ、夏休みに行きたい国内

め、レベルの高い授業を行

鷹の爪）の自
とめ、江戸千家流祖川上不

に目を向け、背景などを語

町の条件。そこにはよい木、

旅行先１位になりました。

白を生み出した茶の湯の文

饅頭・黄身時雨・こなし等
化をみつめたのが、この本

伝統文化があり、モノづく

郷土愛を語り人気を集める

化を訪ね、グローバルかつ

番目に有名な県」等の宣

の特色である。

りを尊敬する人がいる」ま

って興味深い。

煉羊羹は、寛政の頃の江

ちづくりを研究テーマと

ローカルに紀州と和菓子文

戸で発明されたというのが

10
通説だが、著者はその以前

自虐的カレンダー（秘密結社 鷹の爪）

根

島
47

月は神在月です。出雲

和菓子の歴史と文化につい

瞰したうえで、紀州徳川家

御菓子所

経済学部教授。

中・四国ブロック長・高

ような雰囲気です。喫茶も
い方が多いともお聞きしま

広島県福山市川口町４－12－22
Tel ＆ Fax…084－971－7725
営業時間… 9：00 ～ 19：30
喫
茶…11：00 ～ 19：00

今では福山市内に６店舗も

勉強堂 川口 暢適庵

併設しており地元の方々の

店舗データ

て、しられざる逸話を紹介

鈴木裕範著 和歌山リビング新聞社刊
248 頁 1000 円
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まって︑製法は各店それぞ

菓子店︑パン屋さんへと広

次々に市内の和菓子店︑洋

主 へ 製 法 を 伝 授 し た 後︑

その後︑ある洋菓子店店

立ち限定販売することにな

セット商品を店主が店頭に

バナナボートと各店銘菓の

イベント︶へ出店参加し︑

ターフェスティバルの同日

信州飯山のスイーツを特産品に

案し﹁バナナボート﹂とネ
った︒

て︑市民の好物のスイーツ

トカフェ﹂当支部では

月

飯山市民になじみの深い

飯山駅も開業することから

開通を再来年の春に控え︑

北陸新幹線の金沢までの

ートカフェ﹂と銘打って︑

ＰＲするために﹁バナナボ

て︑飯山の特産品銘菓を︑

宝展イベントにおきまし

市の愛宕町を会場とした寺

５日・６日の２日間︑飯山

﹁バナナボートを﹂飯山の
組合員

名の参加のもと︑

特産品にしようと︑菓子組

として定着している︒

イベント名﹁バナナボー

れ特徴がありますが︑現在

式頃までの季節限定の﹁和

では通年販売のお店もあっ

年︒当

菓子屋のケーキ﹂としての

月から翌年４月入学

の佐藤信一さんは︑現在３

逸品であった︒

時は

ーミングして発売

﹁バナナボートカフェ﹂

バナナボートの由来
飯山市内︑市役所近くに

代目︑奥様と二人三脚でカ

店を構える﹁大黒屋﹂店主

ステラを使ったお菓子を考

うつわとお菓子のコラボ

住んでいるとのこと︒

﹁もてぎさんぽ﹂

まちなかのにぎわい

ここ茂木町は︑栃木県の

合飯水支部では組合員に呼

﹁バナナボート﹂と﹁自慢

ビスしながら︑販売いたし

ーヒーなどの飲み物をサー

の銘菓﹂をセットにしてコ

びかけ

スタートダッシュイベン

トすることとなった︒

多くの来場者の注目を集

両日とも好天に恵まれ︑

ました︒

に開催される﹁いいやま寺

月５日︑６日

町わくわくウオッチング﹂

め︑２日共予定の２４０セ

トとして︑

回寺巡り寺宝展・七

︵第

ットを早々に販売し︑また
追加するなどして︑大いに

す︒

ができたと自負しておりま

福神感謝デー︑第
市花フェスタ寺町花街道︑

飯山の特産品︑銘菓のＰＲ

長野県菓子工業組合飯水
支部組合長・平野信一

でおおいにプラスになりま

そのお店を知るということ

けでなく︑新規のお客様が

ですかなど︑物が売れるだ

栃木県菓子工業組合理事

たイベントとなりました︒

んの相乗効果にもつながっ

れて大変嬉しいですとのこ

また︑各店舗のお菓子屋

した︒さらに︑お菓子の載

月堂︑関菓子店︑いい村他︶

さんでも予想を上回る反応

っている器はすてきですね

と︒

店のお菓子を展示し︑お店

で︑神社で食べたお菓子は

などお菓子屋さんと作家さ

に作家さんの作品と各菓子

にお越しいただいたお客様

ありますか︑パンフレット

な施設としてツインリンク

まれた山間の町です︒有名

子町と茨城県の笠間市に挟

国的にも有名な栃木県の益

会を組織し︑身近で親しみ

菓子組合を中心に実行委員

開催しようと今回は茂木町

めに︑芸術的なイベントを

にぎわいと活性化を図るた

月４日の８日間まちなかの

した︒宮司の小堀さんは︑

ともに楽しんでいただきま

に選び︑抹茶やコーヒーと

と各菓子店のお菓子を自由

八雲神社では作家さんの器

売とお菓子の展示︑近くの

蔵では︑陶器や漆塗りの販

日︑和菓子講習

日︑中嶋神社四
国分社に参加︑ 〜

月

松市・㈱二丸屋山口商店

︵ 東 京 製 菓 学 校 ︶︑ 会 津 若

会︑講師・梶山浩司氏

月

行事予定

・飯村欣三

に目で楽しんでいただきま

に載っていたお菓子はどれ

もてぎというサーキット場

やすいイベントを実施し︑

さらに市街地にある旧酒

した︒

があります︒人口１万４千

延べ１５００人のお客様が

日から

人の小さな町ですが︑お菓

こんなにたくさんの方がお

そこで︑９月

子屋さんは大変多く︑それ

﹁もてぎさんぽ﹂を楽しん

広場
日︑ 和 菓 子 技

岐阜市・香梅六条工場

忠久氏︵和生菓子・豆の木︶︑

術 講 習 会︑ 講 師・石 川

月

に参加︑城山公園やすらぎ

日︑愛媛・松山産業文化祭

23

南東部に位置し︑陶器で全

は︑かつて専売公社︵現在

段はなかなか使えない芸術

茶を飲みに来てくれて︑普
今回は町内に在住する作

もてぎさんぽ

16

19

25

でいただきました︒

的な器でお茶を出し︑地元
のお菓子屋さんの紹介がで

11
11
11

のＪＴ︶があり︑タバコの
葉を収めにきてお土産にお

人にもご協力をい

き︑更に買い物に流れてく

家さん

ただき︑町内７店舗の和菓

菓子を買って帰ったからだ

子︑洋菓子店︵源太桜︑清

福島

愛媛

岐阜

10
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件のお店でスター
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回飯山
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27

人ぐらい

11

と聞いております︒また︑
陶芸家も多く︑

40

24
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続いて中へ入ると、４台

具や木型、資料などを拠出

もよいから、捨てるつもり

してもらい、ガラクタ市と

で出してくれ、と各店には

ある調理台を使って、４社

演即売いたしました。これ

お願いしたところ、意外に、

どんなつまらないもので

には、普段親しんでいるお

して即売をいたしました。

の試みではありましたが、

菓子が実際どのように作ら

ずつ、２日、計８社で、各

地元企業のバックアップを

社それぞれ得意の菓子を実
三重県菓子工業組合上野

得て、などして、無事成功

たくさん拠出していただ

まだまだ使えそうな道具も

き、おもしろい展示即売会

れているのかが見て取れ、
お客様には興味津々でご覧

裏に終えることができまし

いただきました。また、会

野和菓子フェア」と銘打ち、

会場となりましたのは、

た。

た。支部として、このよう
になったと思います。事前

方々が、飛びつくように買

員各自にとっても、緊張感

っていかれました。価格も、

ガス会社のショールームに

販売コーナーでは、ジャ

いい加減に決めてありまし

なイベント開催、しかも、

ンルごとに各店の和菓子を

たので、本当にお宝発掘に

のＰＲで、このことを知っ

会場入り口に

一つに詰め合わせたセット

なったのではないかと思い

て こ ら れ た、 お 菓 子 通 の

は、まず、組合

販売をいたしました。ジャ

ます。

を持って取り組まれ、勉強

員各店の歴史や

ンルというのは、伊賀名物

にもなりました。

特徴を知ってい

かたやき、どらやき、もな

併設されたキッチンスタジ

ただこうという

オです。

ことで、展示館

展示しました。

道具も合わせて

た。各店のお宝

で上映もしまし

風景は、ビデオ

仕事をしている

実際に作業場で

各店で、もう使ってない道

コーナーというのを設け、

しました。また、お宝発掘

したセットすべて完売いた

ら、客さんも喜ばれ、用意

というのはできませんか

普段はいろいろ食べ比べ

は、大成功ではなかったか

第一回目のイベントとして

を与え合う機会にもなり、

店同士の情報交換や、刺激

することで、また、組合員

けました。皆で一緒に接客

ーでは、各店の直売所も設

が、商売人らしく、儲けな

こし水を差された格好です

は雨模様となり、集客にす

と思います。生憎二日目に

考えています。

トを今後も開催できればと

らうという、そんなイベン

がらお客さんにも喜んでも

伊英

支部長・桔梗屋織居・中村

三重県菓子工業組合上野

野外テントブースコーナ

かの３種類です。

消費者にダイレクトに訴え

ピス

【基礎編】
教師

トを加え混ぜ、粉末ピスタ

２．１にピスタチオペース

ぜる。

中村 光一朗

洋菓子講習
日本菓子専門学校

サブレ

シシリー（ 個分）
Ａ．パート

ｇ

３．３㎜厚に伸ばし直径７

冷蔵する。

チオと薄力粉を粉合わせし

ｇ

㎝の菊抜き型で

枚抜き、

ｇ

ｇ

のオーブンで約

シルパンに載せて１８０℃
分間焼成

ｇ

グ

チョコレート

％……

ｇ

ｇ
バター…………………

％……

キルシュ………………８ｇ

ｇ

ｇ

チョコレート

20 65 60
ｇ

キルシュ漬けグリオット

℃に温度が下が

鍋で沸騰させて加え混ぜる。

オットピュレと転化糖を手

リオットピュレとグラニュ

ームオブールを仕込む。グ

１．通常の仕込み方でクレ

㎜角にカットしたキルシュ

３．キルシュを加え混ぜ５

を加え、ハンドブレンダー

ったらクリーム状のバター

２．サブレを乗せてサンド

コラを絞る。

絞り、中心にクレームショ

で口金の太さでリング状に

１．サブレに星口金８―６

【組み立て】

ピスタチオ……………適量

ヌ………………………適量

パータ

Ｄ．仕上げ材料

ずに軽く沸騰したら加える。

ー糖は１１６℃まで煮詰め

ラッセを黒から白に変えれ

と良いでしょう。パータグ

ップで戻したものに変える

で、ドライフルーツをシロ

はお子様には向きませの

また洋酒漬けのグリオット

増やして展開が可能です。

み合わせでバリエーション

ボワーズとヘーゼル等の組

リコットとクルミやフラン

わせで作りましたが、アプ

ットとピスタチオの組み合

考案してみました。グリオ

今回はギフト菓子として

んだピスタチオを飾る。

漬けグリオットを加え常温

して冷蔵で軽く冷やし固め

２．１が

ｇ

で放置して絞れる硬さに調

で乳化させる。

ｇ

Ｃ．クレーム

ッセをコーティングして刻

３．片側半分にパータグラ

して提供出来ると思います。

ロゼ

バター……………１２０ｇ

グラッセブリュン

卵白……………………

ｇ

ばクリスマス向けの商品と

節する。

グラニュー糖…………

る。

ブール

グリオットピュレ……

ｇ

キルシュ………………８ｇ

オ

グラニュー糖…………
１．２種のチョコレートを

ｇ

40
刻んで湯煎で溶かし、グリ

………………

シシリー
90

ターシュ
バター…………………
ショートニング………
粉糖……………………
卵黄……………………
ピスタチオペースト…

Ｂ．クレームショコラ

する。

薄力粉……………１２５ｇ

ッリオッティー

ｇ

１．クリーム状のバターと

転化糖…………………

グリオットピュレ……

20 75

粉末ピスタチオ………

ショートニングと粉糖を軽

40 25 20 30

24

10

くすり混ぜて卵黄を加え混

40 64

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

伊賀上野和菓子フェア

を設けました。

かけるような事業は初めて

販促イベントを開催しまし

日 両 日 に 渡 り、「 伊 賀 上

支部では、本年５月

日、

伊賀上野和菓子フェア

活性化事業に取り組んで

重
三
19

18
45 20 20 50 25 70

12
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日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会は２

トが出るが︑私はラム納言

常温で飲めば大丈夫だが︑

ウィスキーやブランデーを

い固体で︑口の中で溶ける︒

を配る︒チョコレートは堅

新し

回デザート・スイーツ＆ドリンク展を開催

０１３年４月３日︵水︶〜５日︵金︶に東京ビッグサ
イトで第
しました︒同展では﹁東京の素材・日本の素材
い和テイストのお菓子﹂をテーマに講演を行いました︒
大体ロックか水割りだ︒チ
ョコレートが口の中で液体
になり︑香りがいいと思っ

先月号より続く︒
アルコール度数の高いマイ

今︑サツマイモのアイス
クリームを作っている︒し

その②
バロアを作り︑いちごとあ

を混ぜた抹茶ヨーグルトバ
しまったデザートである︒

ありながら︑酸味ある味の

ヒントがある︒お金を払っ

り︑和洋中を食べると色々

し て は い け な い︒﹁ こ れ は

ているのだから︑何が違う

もう少しこうすれば﹂と思

のかを吸収しにいく︒批判

こういう発想をするため

うなら自分ですればよい︒

すると和のデザートに変身

には︑あちこち行かなけれ

た︒﹁ ま た︑ 刻 ん で 干 し た

する︒

んかんとのし梅の角切りを

ばダメだ︒世界中を飛び回

ピーマンをふりかけと混ぜ

んこにかけて︑上には和三

混ぜた︑ヨーグルトアイス

の臭いと粘りも無くした︒

盆の粒をのせる︒また︑き

クリームもある︒和菓子で

粘りがとろみに変化してい

地産地消

わりとともに販売終了の告

で︑もちもちという食感が

リームに丹波の黒豆入り

ームは︑きな粉のアイスク

ありません︒流通がここま

ただくことなんてなかなか

ムが作るヨーグルトと抹茶

ている︒磯沼ミルクファー

抹茶は世界的に注目され

ーズをのせてオーブンで焼

けたらおいしい︒溶けるチ

けるだけ︒豆腐やお刺身︑

万能ダレなら蓋を開けてか

なので︑常備菜を作った︒

今の人は面倒くさがり屋

るなど無限だ︒

たり︑おにぎりの中に入れ

とれるもので︑常備菜にす

菜だ︒日本全国︑どこでも

米プリンもお米プリン︑ラ

作ろうとしている︒江戸っ

う名前に変え︑同じものを

かし︑普通のアイスではな

知をされた由︒惜しまれつ

など名前を変えて︑同じこ

とを皆でして欲しい︒地方

面倒だが︑これならパンに

く︒今の人は料理するのが

理では出せないので︑肉味

茨城県が１位だが︑日本料

例えばピーマンの生産量は

いてくる︒東京で作っては

アイデアを出して仕事を置

困っている︒だから︑私は

工がある﹂と紹介している︒

米と牛乳には︑こういう加

を持って﹁地元で採れるお

ピザトーストの代わりにか

終わりに

で進化し︑いつでもどこで

乗せて焼いて食べるので︑

に行く時は江戸っ米プリン

も全国の菓子がいただける

日本全国に行くと︑皆が

イスプリン︑ライスサブレ

ることになりました︒なん

るべきだ︒

とも楽しい菓子づくりです︒

肉︑うどんにかける︒赤は

天高く︑秋晴れの日が続

つも︑季節の物語を纏う次

ようになった今だからこ

常備菜

いております︒紅葉も一気
■プラスαとアレンジ

なる大福に期待が集まる︑

は無い︒私は日本料理人だ

愉快な菓子づくりとなりま

せで︑今は物流がいいから

白菜の産地で﹁白菜大福﹂

はピーマンをペーストに

な る も の を 企 画︒﹁ 塩 豆 大

の彩り変化が楽しみです︒

けるだけ︑こういうのが一

を製造元に言って︑レシピ

力的なのかもしれません︒

こだわりがあれば︑皆が取

からぷりんやサブレは︑作
向いています︒
■確かなものを

てあげる︒アイデアは無限

を出し︑地元に仕事を作っ

今︑考えているのは︑東

に出てくる︒いいものは独

お客さんの価値観はそれ

京の食材もいいが︑地方都

り占めするより︑共有した

ぞれで当然︒でも︑正しく
美味なるものは︑少々高く

ほうが今の時代に合うと思

う︒これは日本から世界に

市でも同じものが欲しいこ

の形に見立てているが︑ま

を某地方都市がまゆ玉とい

発信できることだと思う︒

と︒江戸っ米サブレはお米
できる昨今です︒

城戸翔寉︵きどしょうかく︶

ゆの形にも似ている︒これ

ても買い求められると確信

り寄せる︒

っていない︒私のアイデア

■季節の風の菓子

■お客様から求められるも

地元で作っても︑１日で購

アイデアを盗まれたなど

のを

入できる︒おいしいものと

ダメだ︒産地からお取り寄

塩気を感じるものをと︑一

焼き上がったばかりのカ

し︑塩と昆布の粉末を加え

噌など常備菜や塩ピーマン

夜干しの白菜の漬物を大福

ステラもまた美味︒定説か

番受ける︒納豆が嫌いな人

皿を洗うだけだ︒混ぜてか

か︑と思っていたところ︑

の中に包み込んでみたら︑

らいくと︑もどりがしっか

万能納豆タレ

つくりたてにお客様の目が

そ︑窯出しすぐの菓子が魅



に進み︑窓から見える木々

ラム納言
た時に︑冷たいものを飲め

マンのうまみが増して︑食

ば︑また固形になり喉越し

感ももちもちになる︒料理

ヤーズラムでないと香りが

また︑佐渡島にブリカツ

が面倒な人が多い中︑ピー

持たない︒ガトーショコラ

た︒干し野菜と一緒でピー

君というゆるキャラがあ

マンも常備菜にするべき

ラム納言の豆は︑皆さん

るから絡む︒

ある︒世の中に液体になっ

る︒私は﹁ゆるキャラの妹

だ︒今﹁どう加工していい

納豆で作った万能ダレも

たものはない︒納豆屋は伸

は無いから︑逆利用してブ

か分からないから︑常備菜

が悪くなる︒しかし︑ラム

び悩んでおり﹁ゆかりさん

リマヨちゃんを作ればい

を作ってくれ﹂と日本全国

に混ぜてもいいし︑ロール

使ってよ﹂というので﹁納

い﹂と地元のお母さんに言

で言われている︒

がよく知っている大納言の

豆は出せないが︑アイデア

った︒料理は私が考えた︒

気仙沼ではメカブやナガ

納言はウィスキーやブラン

がある﹂と言って液体にし

ツナマヨのツナは遠洋漁業

モ︑アカモクを常備菜にし

デーと飲むと喉越しや香り

ました︒白︑黒︑赤とあり︑

で遠くに行き︑冷凍したも

た︒メカブジャンは青森の

ケーキに入れると︑大人の

違いは黒豆で作ったり︑赤

のを加工するので経費がか

ホタテを加工したＸＯジャ

デザートに変身する︒銀座

は納豆にキムチ液を混ぜて

かる︒ブリの子のイナダは

ンをかけ︑メカブ辛みそを

甘納豆だ︒しかし︑ラム酒

いる︒お互い発酵調味料な

日本全国でたくさんとれる

作った︒海草のねばる常備

を吸わせている︒食べると

ので相性がよく︑体にもい

ので︑キロ当たり何円だ︒

もいい︒また︑ラムの樽香

あり︑上には︑黒蜜と米粒

い︒普通︑納豆は薄い板が

ブリマヨはピザの上に乗せ

のバーに行くとウィスキー

あられをトッピングしてい

あり︑調味料を入れて混ぜ

後からふわーっとラムの香

い︒ラム酒の香りを染み込

る︒もともとあるものを時

るが︑今の人には面倒だ︒

が一緒なので相性もいい︒

ませた角切りの芋ケンピが

代に合うようにアレンジし

やブランデーにチョコレー

入っているので︑食感がカ

ていただけです︒

りが香る︒色々試したが︑

リカリする︒ゆかり名物の

和のデザート

きな粉と黒豆のアイスクリ

野永 喜三夫 氏（日本橋ゆかり 三代目）

した︒

オーナーいわく﹁季の移り

試食すれば誰もがお買い求

りして味わうのは後説︑今

お求めは小社および全国著名製菓材料・器具店または最寄りの書店で

新しい和テイストのお菓子

福﹂が好まれる時代︑少し

変わりこそがお客様にとっ

めになるヒット商品に︒し

や︑出来立てカステラをい

▶企業の横顔「モンシェール」
▶お月見菓子各趣▶失活大豆粉
で新たな商品開発▶ＪＰＢ友の
会に学ぶ製パン技術▶他満載

和菓子」／〔洋菓子編〕ワールド・チョコレート・
マスターズ日本代表４名による極上の提案

ベルセによるガレット・
デ・ロワ配合＆製法

〔和菓子編〕新需要を開拓
「バレンタインデーの

パリ超繁盛店シェフによる

差別化商品づくりのヒント フィユタージュ・アン

日本のバレンタインデー

〈本場パリ仕込みの本格派〉

和洋合同スペシャル企画

東京の素材・日本の素材

﹁柿の葉大福﹂なるもの
をつくりました︒若葉の様

ての楽しみ︒自然のうつろ

っかりリピーターもついて

発行所：㈱製菓実験社／〒140 0004 東京都品川区南品川 2 13 11 ☎03
（3471）
7541 ℻03
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なやわらかな葉の時はよか
ったものの︑少し色づき虫
食いの葉になったらさすが

いとともに秋を味わってい

いたものの︑白菜の旬の終

にお菓子にはいかがなもの

ただきたい﹂と︑柿の葉が

月号

12

発売！

10

落ちてしまうまで作り続け

その 223
11 月

11 月 25 日

お店に、
工場に‼経営者・技術者必携《お菓子とパンの総合月刊誌》
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（９） 平成25年11月15日

ハードウェア環境の関係

○小売市場と消費者意識と

のか色々な人に聞いてみる

港でも同じだった。なぜな

る。中国や台湾、タイ、香

くわからない」が返ってく

っていますか」というと「よ

か。フローズンケーキを知

凍ケーキを知っています

当社の商品が入る場所は冷

量はどんどん増えている。

従って、冷凍スペースの容

００万台の冷凍庫がある。

違うのだろう。

特の摂取の仕方で、文化が

によく分からない。日本独

という言い方はアメリカ人

まれている。例えば甘辛い

がうまく主食の中に練り込

イーツがある。日本は糖分

テルインサイドと書いてあ

コンだったら、例えばイン

っている場所がある。パソ

に氷やアイスクリームが入

将来的な夢だが、冷凍庫

新聞社などに「紹介して下

ＰＲをしたいと思った時、

うことが結構あった。また、

見て無理と判断されてしま

とも多々あり、設備環境を

と中に入ってもくれないこ

に「ここで作っているの？」

子メーカーもあるし、例え

か。我々は洋菓子だが和菓

うなどもできるのではない

コマーシャルで言ってもら

いなことを電機メーカーの

ここに入れましょう」みた

からも、株式公開をした大

応だった。このような経験

ますけど」という冷めた対

場企業の記事だったら書き

さい」とお願いしたが「上

ていく。業務用の使い勝手

また、業務用も大事にし

くらいの規模を目指したい。

とらぬ狸の…話だが、これ

４回買うと１，０００億円。

の市場ができる。年に３、

６０００万台で２４０億円

買うだけで４００円掛ける

テレビで他社が「モンド

○市場を意識したきっかけ

つないだ。

様々な手法を講じて資金を

れ る 状 況 で あ っ た た め、

しなければ存続すら危ぶま

で、何とかして資金を調達

現するためにはお金が必要

手にしてくれない。夢を実

で、お金は無い。銀行も相

イナスからスタートしたの

黒字にできない。当社はマ

のが資金の話で、なかなか

にとっていつも問題になる

ベンチャー企業、中小企業

に打って出ようと考えた。

コンセプトを付加し世の中

構築し、そこにフローズン

商品を作って、ブランドを

名度を向上し、いい環境で

う」となった。とにかく知

式公開で知名度向上をしよ

とにかく知名度。それで「株

度の向上」が挙げられる。

きな理由のひとつに「知名

がある。普通に輸出する方

海外では二通りのやり方

っている。

アジア各地域と交流が深ま

湾、シンガポール、香港、

プローチが来る。タイや台

たので、最近は海外からア

上場して知名度は上昇し

私たちはそんなことは考え

けとしての役割があった。

はお客様が手に取るきっか

でモンドセレクション金賞

は土産物市場があり、ここ

取ってしまった。土産物屋

モンドセレクション金賞を

出てこない。戦略も無しに、

ので、五洋なんてどこにも

ストランのメニューに入る

（のちに表示）。業務用はレ

レクションはうたえない

しているけれど、モンドセ

が、当社は生協に商品を出

ピールするのかと考えた

ション金賞を誰に向けてア

用するのか。モンドセレク

だのだが、これをどこで利

みんなで「万歳！」と喜ん

００８年度金賞を取れた。

ケーキで応募したところ２

売れていたベイクドチーズ

も取ったら売れると思い、

言っているのを見て、当社

セレクション金賞受賞」と

れは私自身の経験で、クリ

ただ、リスクもある。こ

ンテナで出荷した。

カにはやっと１年かけてコ

方法もある。実際にアメリ

あるし、両方を組み合わる

イセンスを供与する方法も

うがいい…そういう時はラ

い」と言われた。私は「た

に下請会社になったらい

い。先ず黒字化できるよう

かけるより足下を見なさ

いいじゃないか。夢を追い

のケーキの下請けをやれば

い。金融機関からは「普通

の企業が無謀かもしれな

戦に出た。赤字で債務超過

で市場を作ろう」という作

の勝ちではないか、私たち

企業でも、最初にやったも

れるのではないか。小さな

けから、これは私たちがや

だ誰も手をつけていないわ

場だったら、裏を返せばま

れど、今は１％しかない市

どうしようもない状況だけ

だけど「ちょっと待て。

る？と致命的な状況だった。

ョン金賞」を取ってどうす

いところでモンドセレクシ

ローズンスイーツ市場がな

そも「売り場がない」。「フ

ずに取ってしまった。そも

護士と組んでおかなければ

締結内容や国際法務面で弁

しなければならないのは、

ねないリスクもある。注意

違うと経営責任を問われか

ことで実害を被る。一歩間

なってしまった。こういう

れてしまい、出展できなく

ャー企業のミッションだ。

いことをやるのが、ベンチ

に創造する。ありそうでな

の商品形態の市場を、新た

が、フローズンがメリット

のスイーツは飽和市場だ

わせて発信していく。普通

とは分け、顧客ニーズに合

設し、小売り向けブランド

ＷＥＥＴＳ ＰＲＯ）も創

現在は業務用ブランド（Ｓ

ッ ク ）」 と 商 標 登 録 し た。

ｔｏｃｋ！（スイーツスト

だから、「Ｓｗｅｅｔｓ Ｓ

ので、ストックできる冷凍

とグレードが下がるような

た。「 冷 凍 ケ ー キ 」 と い う

り向いてくれるかを考え

どうコンセプトを作ると振

ここで小売市場に向けて

の創設

○市場に合わせたブランド

た。

ありません」と啖呵を切っ

だの下請けをやるつもりは

きません。ベンチャー企業

ては新しい価値の創造はで

われてきたが「挑戦なくし

概にしておきなさい」と言

さんざん金融機関から「大

りでは何もできない。私も

ただ、それを恐れるばか

失敗する。

いる。若い人たちは毎日し

コーナーを設置しはじめて

の店舗に行っても冷凍食品

ブンイレブンは、今はどこ

きた。例えばコンビニのセ

ない。それが少し変化して

スイーツは冷凍コーナーが

ら、冷蔵と冷凍があるが、

主食品は例えばうどんな

降、改めて冷凍を提唱した。

変わってきた。特に震災以

った。ただ、売り場が少し

ら、当然売上は上がらなか

れを数年間、言い続けたか

魂は売るな」と説いた。そ

か」と言うが「絶対にダメ、

いうから、取っていいです

業マンは「冷蔵ならいいと

てやるよ」と言われた。営

冷蔵で持ってきたら採用し

「何で冷凍を持ってくるの、

くが、現場のバイヤーから

実際、みんなで売りに行

セスと拡大

○小売市場創設までのプロ

て、働いてくれている。

がいやおもしろさを感じ

ない。従業員もそこにやり

模倣企業なら私たちは要ら

ものであり、単なる他社の

とが、我々の存在意義その

やらないことに挑戦するこ

とお伝えしている。他社が

場を確保して頂いた。

ム売り場の隣にケーキ売り

うとなった。アイスクリー

ら、他がしていなからやろ

ことになり、去年の暮れか

ツもありではないかという

が合致した。そこにスイー

ンの在り方」について見解

う我々の考える「フローズ

ので、保管性が必要だとい

っていくと来店間隔が空く

なってきた。年齢層が上が

れ始め、みんな買うように

る。ここに冷凍食品も置か

トップの店に変化してい

もデザートも買えるワンス

り、お金も下ろせて、主食

圏内には必ずコンビニがあ

うとしている。自分の生活

万店を超え、もっと増えよ

なる。コンビニは全部で５

２日に１回、３日に１回と

っていくと、１日に１回、

く。ところが年齢層が上が

かも朝昼晩コンビニに行

場創設と海外展開について」をテーマに講演会を行
いました。
先月号より続く。

ローズンスイーツで日本一
になり、世界に通用する会
社になるかを考えた。やは
り市場をよく知らなければ
な ら な い。「 冷 凍 ケ ー キ 」

常的に利用されている数百

４、５社が占めている。日

４分の１は冷凍ケーキで

分の３はアイスクリーム、

た。フローズン売り場の４

アメリカでは当たり前だっ

っていますか」と聞くと、

「フローズンケーキを知

○食文化の違い

発達し、その中には必ずス

食べられるように冷凍庫が

トが必要なので、いつでも

そうだ。このため、デザー

糖分は取るという食文化だ

を取り、最後にデザートで

おり、炭水化物を摂り、肉

べ物がセパレートになって

いうことだった。欧米は食

と「食文化に起因する」と

方を連れてくると見た瞬間

たお客様、特に外食産業の

ろだったが、そこに営業し

工場は倉庫を改造したとこ

ているのか。移転前の当社

から、どんなところで作っ

かなければならない。それ

わせたブランドを作ってい

と言われるので、市場に合

だけで「おいしくなさそう」

を売ってもケーキが凍った

億円の市場だ。日本で「冷

今後の事業展開

○目的達成の手段と課題

統計データでは今、日本

凍庫なので、ここに行動を

ば今川焼や鯛焼きもある。

その②

国内に冷凍庫が５５００万

るように、スイーツストッ

みんな引っくるめてスイー

当社としてどうやってフ

台ある。冷凍庫だけでも売
促すプロモーションを仕掛

クインサイド「スイーツは

生チョコモンブラン

ツストックと言おう。色々

店が使いやすいパッケージ

があるので、箱を工夫して

ると、国によって色々な規

り方だ。一方で単純輸出す

そこで売り場を確保するや

法は、相手先を見つけて、

供したが、結局提携企業と

企業にライセンスを有償提

据えて、輸出とは別のある

ーム系菓子は現地生産を見

が先なのか、この辺の締結

るか、物が先なのか、お金

流れで、どうお金を回収す

ならない点。あとは資金の

の存在意義はそこにある」

春日、太宰府、大野城、そ

トとして、福岡市南エリア、

現在第２期モニターテス

しい形態では、アイドルグ

参加している。業務用の新

ってもらおうと展示会にも

フローズンスイーツを知

ことができない。また、輸

系菓子はそのまま輸出する

生的規制があり、クリーム

時間の加熱や回数などの衛

制がある。例えば卵は一定

た。また、中国では相手先

生む結果となってしまっ

当金に計上し多額の損失を

となり、その全額を貸倒引

の合意に至らず契約は解除

は英語が苦手で、相手に丸

ネス英語も必要になる。私

はすべて英語なので、ビジ

行うこと。ビジネスの会話

は弁護士等有識者を入れて

コールを肌で感じた。間違

バイジャパニーズへのラブ

イドインジャパン、メイド

造していきたい。海外でメ

念を持って新しい価値を創

まとめの話になるが、信

まだまだ小さい、やっと

できることはたくさんある。

ナーと取り組んでいけば、

に、しっかりとしたパート

ので、巻き込まれないよう

終わりに

なメーカー同士で組んで１

にしようと実用新案を取っ

して地元糸島市の百数十店

ループのカフェで当社の商

億を超えた会社だが、み
舗に当社の商品が置いてあ

れば年間に１世帯１パック

円だ。この売り場さえでき

ランで３９８円、約４００

る。チーズケーキとモンブ

○海外市場への展開

たりしている。

り、ＳＮＳで紹介してくれ

品を採用していただいた

はり、現地で生産をしたほ

高くて売れないとなる。や

コストが上がってしまい、

出すると関税も含めて最終

設備をそのまま持っていか

資金投下し現地で調達した

をはじめ、状況が一変し、

の考えが急に変わったこと

ちんとした人と組まないと

はりパートナーを付け、き

あったと反省している。や

め込まれてしまった部分も

ックマネーは存在している

危険もたくさんある。ブラ

し、リスクも背中合わせで

いなくニーズはある。ただ

場を目指していきたい。

億円、１，０００億円の市

んなで１００億円、５００

るのではないか。

た。

舛田 圭良 氏（五洋食品産業株式会社代表取締役）

つの市場に作ることもでき

国 内市場創設 と
海 外展開 について

西日本食品産業創造展では、舛田圭良氏（五洋食

っており、年々増えている。
けていかなければならない。

品産業株式会社代表取締役）を講師に迎え「国内市

合計すると日本国内に６０

ベリーベリーケーキ

10

平成25年11月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第896号

た科学的根拠となる「理化
学試験」「微生物試験」「官
能試験」を設定し、それら
の促進試験の結果より消費

とする品質保持期限やおい
⑴期限設定の科学的根拠と

ことになる。

期限、賞味期限を決定する

しさなどの要求品質を如何

②品

③保存性試

場合

⑵各種の試験法とお菓子の

基準温度

ロール品として、

℃、

れば、５℃に標準のコント

保存可能期間︵日︶

出は、保存試験の最終日の

①歯にくっついていらいら

みると、全体ではやや少な

加工食品の出願件数から

ド、中国、その他新興国が

海外の菓子市場はイン

て低い状況である。

すように製品および原料素

材の初発菌数の増殖傾向は

同じ菌種、同族の菌種であ

れば、Ａ、Ｂいずれも同様

の増殖傾向を示す。したが

って、初発菌数を低下させ

ることにより、最大生育量

に達するまでの期間を延ば

すことが可能と想定され

る。したがって、原料の初

発菌数の低減化や製造設備

係数と設定法

⑷お菓子の期限設定の安全

になる。

長の有力な結果を生むこと

させることにより、期限延

るアンケート調査ではチョ

メーカーの安全係数に関す

イン」に詳述している。各

ける賞味期限設定ガイドラ

林水産省の「菓子業界にお

特に、お菓子に関しては農

いて０・８に緩和された。

検討した結果、従来の加熱

羊羹の賞味期限の延長を再

お菓子の期限延長では、

⑸期限延長の成功例

る。

味期限と設定することにな

を乗じた期間がお菓子の賞

などの汚染を最大限に低下

期限設定の安全係数と

工程を１日から３日を要

菌数

は、食品の賞味期限の設定

コレートは０・６～０・７

からの実測より、

することにより劣化速度は

根拠で可食期間に安全係数

℃上昇

えば、

終期より各試験の最長期間

学的根拠に基づく期限の算

定を行う。このように、科

品質変化の終期より期限設

物試験」「官能試験」を行い、

な る「 理 化 学 試 験 」「 微 生

験の劣化判断がポイントと

質評価の基準

う性、安全性の確保

期限設定には、①信ぴょ

は

そこで、目標品質にあっ

が第一である。

にするかを明確にすること

山﨑勝利氏（山﨑技術士事務所）

「お菓子のこれから」
先月号より続く。

発設計が必須であり、目標

４．お菓子の消費期限、賞味期限延長の
考え方
食べ物は、おいしさとと
もに日持ち性などの安全性
が優先される。震災以降、
一日でも消費・賞味期限を
延ばすことが大命題であ
る。特に、お菓子について
もおいしさと安全性を延長
させる工夫がなされてい
る。品質変化の進みやすい
惣菜類やサンドイッチな

２倍になることから、たと

験より常温

％

各試験の実施内容は表３

に設定した恒温槽にて所定

℃、絶対湿度を

に安全係数の０・８を乗じ

の期間の劣化促進試験を行

℃、

し、徹底した衛生管理のも
に示すような項目を行うこ

推定ができる（図６）。

することのないお菓子、②

いが、これからの高齢者向

年層に対する取り組みが最

増加などの場合、図７に示

成である。そのためには、

品質を生み出す技術力の醸

今まで以上に価値の高い

する諦めない実践力である。

安全委員会の共同会議にお

年８月に消費者庁の

・７から０・８としている。

ある。従業員一人ひとりの

全社一丸となって進む時で

にはどう取り組むべきかを

オンリーワンの存在にする

在に仕立ててゆく、業界の

市場になくてはならない存

能とする期間）に安全係数

る官能試験の終期（可食可

商品に合う科学的根拠とな

は、何が要因となっている

期間を延長させるために

ストの低減化、賞味期限、

がなかったか、さらに、コ

条件の詳細を見直し、無駄

とつから、生産工程の製造

特に、原料素材の一つひ

とができたとしている。

未開封で２年に延長するこ

って、従来の１年の期限を

てお菓子の安全とする期限

商社を中心としたスーパ

若い人材の育成と社内外の

力を発揮する職場風土を作

℃での期限の

ー、コンビニエンスストア

目標を一致させた団結であ

ころもある。いずれの場合、

ー、卸売流通段階の統廃合

る。主力のブランド力など

かなども精査することによ

重要課題となる。

平成

が進む中、お菓子の販売戦

ることが重要である。

たとえば、微生物菌数の

略も多様化している。売り

の価値をさらに引き上げ、

争いも続くと予想され、菓

る。そこで、具体的な対応

略を考えることが要求され

ケティング、営業・販売戦

し、海外にも通じる商品力

商品の価値をさらに追及

アとして自社のオリジナル

各社がお菓子のパイオニ

ある。食べ物では簡便性、

〝もったいない〟の精神で

済 か ら 物 を 大 事 に す る、

である。使い捨ての消費経

家族の絆と地域との繋がり

どのような結果が得られる

現 在 の 因 を み よ 」。 将 来、

来の果を知らんと欲せば、

違 い な い 実 績 と な る。「 未

状打破、向上することは間

組むことである。益々、現

た取り組みを総力戦で取り

で、目標および計画にそっ

策としては、①ブランド力

を今こそ宣揚していくべき

利便性、長期保存性も要求

８．おわりに

②主力

事項として一番に掲げられ

③自社の

あり、何事にもチャレンジ

ンジの対応力強化

などで

④新市場、新製品にチャレ

意識と安心・安全である。

た。重視する点は、省エネ

消費動向は大きく変化し

東日本震災以降、日本の

する精神である。

なく、新たな発想を大事に

る。そこで、現状の継続で

できるとの名言である。

れば自ずと推し量ることが

かは、現在の実践行動をみ

中長期戦略目標、計画策定

製品の利益確保

を生かした差別化

と考える。

子事業の新商品開発、マー

って明らかとなる。その上

場確保など厳しいシェアー

を設定する。一般的には０

として

と、寒天を使用し、糖度を
とになる。各試験の実施結

い、定期的に標準品との比

⑶微生物試験の実施方法

特許庁のＨＰから「お菓

せんべいをチョコレートで

けの機能性などを重視した

ある。したがって、高齢化

にて製造を行うことによ

あるいは０・４とかなり厳

て算出する。たとえば、微

較を検査・審査する。劣化

予想される。そこで、生き

子」の検索では、特許１５

コーティングしたお菓子、

対応を考えるのは当然であ

℃の促進試

生物試験が所定の菌数に達

果より、さらに、期限の延

速度は、通常、アレニウス

さ ら に、「 洋 菓 子 」 で は

残りをかけた業界再編も活
発化が予想される。

１件が出願。そのうち実用

③即席飲料の素を封入した

おいても１兆２千億～１兆

るが、お菓子のメインター

℃、

日となった場

長を要求する場合には、品

した日を

質低下の要因を定め解決策

ンやめん類など、加工食品

１７１件。そのうち、実用

焙煎ごぼうをホワイトチ

件であった。特徴

年

３千億の進捗である。一方、

ゲットである子供たち、若

保存日数

しい数値を設定していると

誘導期

1

日と

式で判断するが、長い経験

日×０・８＝

なることから、当該品の設

を講じる。常温の製品であ

合、

定期限は 日と判断される。

にも地方色や地域性を生か

新案は

響により国内市場の低迷が

穀類など、さらに、各種の

した機能性おやつ、機能性

られた。

野菜エキスや粉末などの健

お菓子なども望まれている。

ョコレートでコーティング

新案は

急成長している。今後、世
界規模での再編が行われる
と考えられ、国内の菓子メ
ーカーの積極的な海外展開

ばい傾向にある。平成

社

業界を取り巻く環境は少子

34

ど、食べるまでの期間が短

Ｂ

以下の乗数をかけ

100 誘導期
44
24

い 食 品 に は「 消 費 期 限 」、
また、開封後なるべく早め
に食すよう、品質劣化の緩
やかな食品には「賞味期限」
を義務付けている。いずれ
も、要求品質にあわせた開

５．これからのお菓子の加工技術と
対応策

康素材に有用な成分を利用

件 で あ っ た。「 和

したスイーツやケーキ、パ

したまろやかな味わいの中

をみると、①加圧して砂糖

新製品であった。

ぼうスナック、ごぼうクッ

大手パンメーカーの再

ＡＰＡＮ２０１３国際食品

に、焙煎ごぼうの香ばしさ

棒状菓子、④遊戯性を有し

食の多様化、高齢化など

菓子」では１５４件。その

素 材 展 が 開 催 さ れ た。「 製

が感じられる上品な味であ

などの調味溶液を浸漬させ

たグミ菓子セットなどもみ

キーなどが試食され好評で

おいしい、

た機能性成分を損なわない

６．お菓子の特許

編、また、海外の売上比率

品力といつも

る。また、野菜スイーツ「ほ

ゴーヤのお菓子、②低カロ

は５％未満であり、他の業

件が出

楽しい、大好き」をテーマ

うれん草とキャロットケー

うち、実用新案は

として行われた。健康、栄

キ」などバラエティーに富

願された。

養、機能性、健康食品など

リーシロップを用いたお菓

３月決算によると主要

高齢化、人口減少などの影

が大いに期待するところで

の総売上高は前年比マイナ

た。平成

界に比べ海外進出率が極め

の食品素材の提供およびお

んだ製品が多くみられた。

近年の菓子業界はやや横

７．お菓子業界の方向

いしさ、安心・安全、長寿

子、③栄養価、食感などに

レート菓子、④卵成分を含

ス０・２％の横ばいであっ

年度に
優れた大豆を包んだチョコ

有しないプリン様豆腐食

年から
これからは、地産地消の

穀米や胡麻、きび、キヌ

品。さらに、実用新案は、

どの提案がなされた。おい

特性ある食材、大豆や小豆、

の社会構造変化にあわせた

初発菌数による影響

アパフ、黒米グリッツ、は

21
と麦などの３００種以上の

しい介護食品、嚥下食品な

最大生育量
Ａ

（個／g）

45
35
保存温度（℃）

社会、利便性、コスト性な

あった。

10

その③

３．官能試験
⑴美味しさの指標：外観（色）、香り、味・風味
⑵官能試験パネラーの選定

どの開発も紹介され、中に

16

70

20
34

１．理化学試験
⑴物性：粘度、硬さ、引っ張り、弾力
⑵物性と官能と相関性をみる

は、ヘルシーでおいしいご

18 22

ている。本年のｉｆｉａＪ

24

30

24

1

34
78

10

初発菌数の増殖曲線からの期限の延長
図7
24

保存および官能試験による賞味期限の推定
図6

25
15

1
44

保存可能期間の推定
100
26

科学的根拠となる各試験法と指標

食品の開発などが求められ

２．微生物試験
⑴菌数の測定
⑵植菌試験：レトルト製品の開発
⑶初発菌数の低減
⑷長期の賞味期限予測には既存品を参考とする
48

20

30

各試験の実施内容
表3
16
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深川 真寿実
氏

卵黄……………………３個

白並餡…………１５００ｇ

〈生地配合〉

たらと思います。

品開発に役立てていただけ

もう一度復習し、新しい商

本の製造方法、その特性を

に販売されております。基

⑤種の一部を着色する。

る。

れしにくくなるので注意す

りが出てしまうと、ひび割

るように手早く混ぜる。粘

※粘りを出さないように切

④上新粉を加え混ぜる。

調節する。

※火取加減で生卵黄の量を

調節する。

※冷めたら多少ひび割れは

なるため。

気を抜かない。浮きが悪く

※最初の３分間は絶対に蒸

蒸気から下ろす。

し、ひび割れの具合をみて

⑨中火の蒸気で約５分蒸

ない。

に付いてしまうので使用し

を吸わず、水滴が時雨の底

ーブンペーパーは落ちた露

※卵の生臭さがない。

ある。

た餡に岡混ぜ②』の二通り

さ ら に 練 る ① 』『 練 り 上 げ

法。『 練 っ て い る 餡 に 加 え

裏ごしして餡に加える方

●茹卵黄

る。

※卵白が他のお菓子に使え

サつきやすい。

※他の方法に比べて餡がパ

生臭さが残ることがある。

※卵白が他のお菓子に使え

いくらかパサつく。

すくないが、茹卵黄法より

※生卵黄法よりパサつきは

※卵の生臭さがない。

シができる。

の餡に入れ練り上げる方法。

がったら、裏ごしし、もと

が な く な る ま で。） 蒸 し 上

（割ってみて流動状のもの

から倍量の餡を混ぜ蒸す。

裏ごしした生卵黄に同量

※完全に蒸さないと卵黄ブ

上新粉…………………２％

縮むので、若干大きめに蒸

固茹でし冷却した卵黄を

生卵黄……………１～２個
⑥濡れ布巾で手を拭きなが

し上げる。

オリジナルの菓名を付けて、 ・１個づつ酸素を除いて包装しました。
１ヶ月間、出来たての風味を保ちます。
詰合わせのアイテムにどうぞ。・１ケース合わせて（240個）から発送致します。

東京製菓学校 和菓子科

ており、応用品も多種多様

ｇに切

ｇに切り

る。

加賀で育って75年

黄味時雨
黄味時雨は全国に普及し

〈中餡〉
ら黄味時雨種を
り、小豆並餡も

小豆並餡
〈製法〉

※餡に適度な粘性があり、

分けておく。

⑩そのまま放置し、粗熱が

①配合の白並餡・卵黄で黄

今回は白並餡でのご紹介

上新粉の使用量は２～３

少ないと崩れやすくなりま

〈ポイント〉

※黄味時雨では手粉は使用

てしまう。逆に半熟で上が

す。使用方法によって量を

一番パサつきがすくない。

しない。

らないように茹で時間には

加減してください。

※卵黄を固茹でしすぎると

味火取餡を練り上げ冷却す

※種切り・包餡する時も時

分け、裏ごした生卵黄と混

注意する。

でしたが季節やデザインに

抜けてから包装する。

る。

雨種はなるべくもまない。

ぜ熱を付けた後、もとの餡

※卵白が無駄になる。

よっては小豆並餡で製造し

〈黄味餡の練り方〉

※手の甲に付かなくなるま

⑦種切りした時雨種に着色

に入れさらに練っていく方

※②の方法は餡の痛みが早

ても雰囲気が変わります。

％が一般的です。量が多い

で火取る。

した時雨種を２ｇ程度裏打

法。

い。

周りが緑色に変色し、練り

※このときの練り方は生・

ちし、小豆並餡を包餡する。

※生卵黄を入れた後、餡が

●蒸卵黄

●生卵黄

茹・蒸いずれの方法でもよ

⑧乾いたさらし布巾、わら

焦げやすくなる。

と硬く口溶けが悪くなり、

い。次項にて説明。

半紙を敷いたセイロに並べ

※加熱が不十分だと、卵の

上がりの餡の色が悪くなっ

②①の黄味火取餡の目方を

ていく。

練っている餡を少量取り

計り、上新粉を用意する。

※セパレートペーパーやオ

はちみつカステラ・チーズカステラ・ブランディケーキ
組み合わせて大・小2本入、3本入に出来ます。

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

まんまろん

あんてぃらみす

花豆マフィン

サンプル･案内書送ります。
電話･FAXお待ちしています。

③ボールに火取餡を入れ、

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

ブランディケーキ

チーズカステラ

本格的カステラ

25
15

生卵黄を加え混ぜ、硬さを

話 ０３－３４００－８９０１
電

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

黄味時雨

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

購読をご希望の方は全国菓子工業組合連合会
宛て電話か FAX 若しくはメールでお申し込
みくださいますようお願い致します。

平成25年11月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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