拡大合同役員会新年会

安倍内閣総理大臣が出席
全菓連

います。

我々は目指したいと思って

し て い く。 こ う い う 姿 を

る。あるいは世界にも進出

菓子が東京や全国で売れ

が元気になることが日本の

いきたいと思います。地域

ように我々もお手伝いして

や世界に展開をしていける

ものを発掘しながら、全国

復活につながっていくわけ

は当然ですが、同時に地域

しいお菓子がたくさんあり

ね。それぞれ本当に素晴ら

のお菓子を食べるんです

た汗が報われる真っ当な経

います。今年は皆様が流し

を豊かにしていきたいと思

強い経済を取り戻し、日本

我々としては、とにかく

であります。

の活性化、地域が将来に夢

ます。でも、素晴らしいお

済を取り戻していく初年度

総理大臣が出席し、新年の挨拶を述べた。挨拶の要旨は次の通り。

たことを心からお喜び申し

今年も盛大に開催されまし

工業組合連合会の新年会が

とうございます。全国菓子

皆様、開けましておめで

の地域のお国自慢になって

地域のお菓子は、それぞれ

と思うわけで、それぞれの

は多くの党員票を勝ち得た

ね。その結果、私が豊橋で

補の中で一番受けたんです

ら万雷の拍手で、５人の候

策、さらに成長戦略です。

融施策と機動的な財政政

す。だからこそ、大胆な金

なることが重要でありま

が、地方が隅々まで元気に

からお越しだと思います

また、今日は皆様、全国

力を得て、付加価値が上が

っているお菓子がブランド

成長戦略ですね。皆様が作

きたいと思います。そして、

ですから、堂々とやってい

それはまさに未来への投資

域にとっても資産だと思い

にとってのまさに資産、地

っていると思います。日本

いという埋もれた資産にな

いため実力を生かしていな

業力や宣伝力等が十分でな

ご挨拶とさせていただきた

盛を祈念致しまして、私の

の今年１年間の益々のご隆

全国菓子工業組合連合会

いと誓っている次第です。

にしたい。第一歩を記した

安倍総理挨拶の内容

地方に行くと私は甘いも

を持てるように活力を持つ

菓子であるにもかかわら

のが好きなので、必ず地域

ため、競争力を勝ち得てい

ず、技術はいいけれど、営

日、丸の内

く。生産性を上げていく基

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長岡本楢雄）では１月

って初めて可能になる。こ

盤を作る必要があります。

東京會舘で業界関係者約１６０名を招いての新年会を開催。本年は安倍晋三内閣

う認識しています。

お菓子は、各地域に老舗

上げる次第でございます。

安倍政権の最大の使命は

いと思います。ご清聴あり

とにかく景気を良くするこ

ますが、それもたくさんあ

子供時代の思い出は故郷の

と、経済を成長させていく

っていくことが大切だと思

お菓子なんだろうと思いま

ことであります。長い間、

この財政政策については、

す。昨年、総裁選挙の時の

続いているデフレから脱却

いると思います。

話ですが、豊橋で有名なチ

があり、メーカーがあり、

ョコレートのお菓子があり
し、円高を是正させ、経済

がとうございました。

ました。各候補が皆、演説

ります。こういう埋もれた

をするのですが、たまたま

います。さらには地域のお

直前にそのチョコレートを

済を取り戻すことが強い日

期となった。

防災や減災をしていくこと

もらったんですね。演説は

本につながっていくわけで

開催まであと１００日！

った１月９日（水）に、「ひ

１３の開催１００日前とな

長、生田広島県菓子組合理

広島県菓子工業組合理事

の関係者が見守る中、竹内

イベントでは、たくさん

００日となった菓子博をＰ

の配布も行い、開催まで１

タッフによるパンフレット

字が点灯。残日計前ではス

一斉にスイッチを押し、電

「ひろしま菓子博２０１

設置した残日計の点灯式を

３」の開催まであと１００

Ｒした。

光 掲 示 板 に″ １ ０ ０” の 文

を成長させていくことこそ

事、大谷広島県菓子工業組

残日計の点灯式

が使命であります。強い経

ろしま菓子博２０１３

レモニー」として、会場と

１
日となり、指折り数える時

合副理事長が司会の合図で
大 博 覧 会・ 広 島 実 行 委 員

回全国菓子

あります。強い外交力、強

なる「旧市民球場跡地」に

応が不可欠であることはい

うまでもないが、何よりも

必要なのは、住民の郷土愛

持てるため」や「地域のお

理から「地域が将来に夢を

別項にある通り、安倍総

み、自分勝手になれば町も

が郷土愛を持たず、心が荒

間である。そこに住む人々

政治を動かして行くのも人

かの鍵は人間自身にある。

だと思う。地域がどうなる

菓子が全国に展開できるよ

荒廃して行くだろう。

であるなら、郷土愛を育

うに」など、地域活性化の

た。私たち菓子業界でも安

いくことこそが、お菓子屋

み、地域建設の主役として

では、地域を心から誇れ

全菓連総務・渡辺嘉一郎

さんの担う使命だと思う。

の自覚を一人一人に即して

る理想郷としていくには、

倍総理の応援以上に、頑張

何が必要か。政治面での対

って行きたいと思う。

ための力強い応援を戴い

桜梅
桃李

•••••••••••••••••••

００日前カウントダウンセ

開催した。

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

私が最後でしたが、そのチ
ョコレートを出して「これ

会は、ひろしま菓子博２０

残日計の点灯式

第887号
（平成25年2月）
● http://www.zenkaren.net/
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い安全保障も強い経済があ

26

は私の好物です」と言った

安倍晋三内閣総理大臣

信 頼 拡 げ 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（送料共） 組合員 600円／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
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（１） 平成25年２月15日

ストーンほど

ロゼッタ・

ロゼッタで英国ネルソン艦

遠征時にナイル川下流の町

年。ナポレオンのエジプト

石板の発見は１７９９

その他の文物に欧州中の目

倒される。膨大なスケッチ

古代文明の素晴らしさに圧

ほか、巨大神殿や墳墓など

ていたことから解読は時間

ギリシア文字が併記され

熱を帯びる。

って解読レースへの視線は

の無名の一将校であった

オンはそのころ仏軍砲兵隊

の翌年に生まれる。ナポレ

ランス革命（１７８９年）

ーロッパの幕開けとなるフ

をかつて訪れたことがあ

年）のアブシンベル大神殿

元前１２７９―１２１３

境に近いラムセスⅡ世（紀

く。上ナイルのスーダン国

たからであった。そこから

ト語にあることを突き止め

キサンダー征服王朝のコプ

は民衆文字を解く鍵がアレ

である。決め手となったの

って謎が解き明かされたの

ンの情熱と粘りが重なり合

その名を世界

の問題と思われたが、実際

り、岩山を穿ち作られた神

に広く知られ
が奪われる。

殿内部に描かれた３千年前

隊の攻撃に備えるために古
が、軍人として次第に頭角

ている石はな

を現す。ナポレオンが皇帝

神聖文字の無音文字・決定

には
解読作業に先鞭をつけた英

の王妃の見事な彩色絵画に

詞が解明され全貌が明らか

□
に就く直前に企てたエジプ

にされていった（Ｌ＆Ｒ・

□

年の時日を要する。

い城壁を修繕していた仏軍

国の万能科学者Ｔ・ヤング

圧倒され息をのんだときの

兵士によって偶然見つけら
エジプト遠征軍は英艦隊

ことを思い出す。灼熱と戦

㎝ｍ、重さ７６２

いかも知れない。縦１１４

れる。エジプト遠征は英領
ト遠征は少年シャンポリア

㎝、横
㎏の緑褐色の黒曜石。この

ンの古代への憧れを一層燃

アドキンス「ロゼッタスト

（バネの強さを示すヤング

ーン解読」）。ロゼッタ・ス

率 に 名 前 を 残 す。） に 凱 歌

いながら神殿の中の砂をか

トーンは自然科学上の難問

に阻まれて３年で撤退。問

き分け腹ばいになって内室

題のロゼッタ・ストーンは
え立たせ、ラテン、ヘブラ

に進み古代文字を写し取っ

インドへの回廊を押えると

イ、アラブ、アラム語など

を解くための鍵を隠喩する

いう軍事目的のほか、国内

言語学に没頭していく大き

ている姿、そして１８２２

さほど大きくもない石板に

なエネルギーとなっていっ

言葉としても使われるが、

人類５千年の歴史の扉を開

マンと挑戦の人間ドラマが
待ち受けていたからであ
る。上段に古代エジプトの

歳となったシャンポ

れたともいわれる。３万８

的な政治意図の下に決断さ

れ、ヒエログリフ解読競争

の写しが欧州各国に配ら

渡される。そして、同石版

停戦交渉により英国に引き

から独学で古代言語を学ん

さな本屋に生まれ、幼少時

ルノーブルに近い田舎の小

のは仏アルプスの麓の町グ

し、最終的に勝利を収めた

が上がるかにみえた。しか

弟を励まし経済的な援助を

族派が敵対する激動の中、

Ｊ・ジョセフは市民派と貴

早くから見抜いていた兄の

シャンポリアンの才能を

たお馴染みの神聖文字は長

鳥や動物の記号が混じっ

される光景が浮かんできた。

のまま気絶してしまったと

ん、判ったよ』と叫んでそ

先に飛び込んできて『兄さ

リアンが兄ジョセフの勤め

化の波が押し寄せている。

れている。中東地域に民主

まぬ努力への賞賛が込めら

困難に挫けない粘り、たゆ

へのロマン、立ちはだかる

ではなく、誰もが抱く未知

そこには天才的な閃きだけ

― ５千年の歴史の扉を開く ―

年に

れる古代の民衆文字が、最

千の兵士のほか、国内選り

の火蓋が切って落される。

神聖文字・ヒエログリフが、

下段にギリシア文字が刻ま

すぐりの１５０名からなる

ヨーロッパ文明の祖である

若者たちの国エジプトはこ

中段にデモティックと呼ば

れている。紀元前１６２年

学術調査団を伴っていた。

い間謎とされてきたが、ナ

□

頃の製作でギリシア・アレ

学術調査団は軍隊ととも

行う。やがてシャンポリア

キサンダー王によって開か

でいた若き言語学者ジャン

れたプトレマイオス朝Ⅴ世
古代ギリシアよりもさらに

に、ナイル川を遡りカイロ、

れからどうなっていくのだ

即位の布告文とされ、大英

ろうか。

古い歴史を有するエジプト

ポレオンのエジプト遠征と

への憧れ、出エジプト記な

ロゼッタ・ストーンの発見、

ルクソール、アスワンに至

ンはその名を知られるよう

るまで１３００㎞を踏査。

、

年
ップさせた研修」について

は「経営課題をクローズア

に委託し行ったが、このほ

る株式会社Ｓ・Ｙワークス

ルタントとしての実績のあ

製造企業の経営改善コンサ

同研修会は、多くの菓子

送るので、経営改善の際の

月末に組合員の方々に直接

配布することとなった。２

き」を作成し、全組合員に

ーズアップさせた研修」に

う！ 衛 生 管 理 』（ 追 補 版 ）

ールとして『みんなで守ろ

製造に携わる従業員教育ツ

層の向上のために、実際に

製造業の衛生管理のより一

は、国の支援を受けて食品

㈶食品産業センターで

り易く使いやすいものとな

ており、現場に即した分か

注意点等がアドバイスされ

説と実行する際の具体的な

トを使用し、裏にはその解

ード形式で、表にはイラス

を作成した。同ツールはカ

㈶食品産業センター

『みんなで守ろう！衛生管理』作成

•••••••••••••••••••

ど同研修会の内容をまとめ

参考とされたい。

年度は「商品開発をクロ

２月末、組合員に冊子配布
全菓連では平成

年度

業最低賃金引き上げ支援対

度に厚生労働省の「中小企

24

中小菓子製造業者のための経営改善の手引き

主な内容は○従業員の衛

っている。

仕入品、製品の管理、○調

理（解凍、加熱、冷却）○

清掃、○期限表示、○お客

様対応、○付録（５Ｓチェ

ック表、作業前衛生チェッ

菓子製造業の製造現場に

ク表、製造記録）

おいても有用なツールなの

で、全菓連では参考までに

コピーを各都道府県菓子工

業組合へ送付したが、食品

産業センターのホームペー

ジからも、ダウンロードで

きるようになっている。

◎食品産業センターホーム

ページ
http://www.shoku
san.or.jp
生管理、○施設・設備・器

問い合わせ下さい。

は県組合または全菓連にお

ダウンロード出来ない方

具の衛生管理、○原材料、

みんなで守ろう！衛生管理

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

全菓連専務・矢部正行

になり、パリ留学後に単身

博物館の至宝として今に神

ど旧約聖書との関わりもあ

た冊子「中小菓子製造業者

・Ｆ・シャンポリアンであ

秘的な美しさを漂わせてい
ピラミッド、スフィンクス

ついての経営改善研修会を

のための経営改善の手引

った。

る。

実施した。

シャンポリアンは近代ヨ

中小菓子製造業者のための
経営改善の手引き

そして、若きシャンポリア

31

でエジプトの現地調査に赴

□

た。

く鍵が隠され、未知へのロ

23

ロゼッタ・ストーン

72

策事業」を活用し、

24

23
23

平成25年２月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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三重県、北海道が正式立候補

ため、

月の三役会で三重

を用意する。公式行事は４

日

日に実行委員会主催の

内覧会を、開催当日の

菓子工業組合竹内理事長よ

大博覧会について、広島県

一次審査が終了した。本審

・褒賞については予備審査、

広島で開会式を行う。審査

の朝には、リーガロイヤル

たので、本日の拡大合同役

り「１００日前イベントで

回全国菓子

わせて、ご意見、要望など

県、北海道に正式な立候補

続いて、第

ととなった。

明 さ れ た。「 次 期 菓 子 博 の

をお願いすることし、両者

月

立候補は一昨年、文書でお

より関連書類の提出があっ

を全菓連に出してもらうこ

日の

締切りまでには無かった。

員会で承認が得られれば、

月

その間、三重県が先行して

全国の都道府県組合に開催

願いしたが昨年

県・市と折衝するなどして

全菓連 新年拡大合同役員会を開催

検討を行っていた。一方、

役員会を開催。本年も理事、

ルと全菓連、ビル会社の試

監事以外の各都道府県の理

算表が説明された後、次期

全菓連、同共済ビルヂン

査は４月

グ㈱（理事長、社長岡本楢

は残日計を設置した。また、

日に

日に審査委員会

概要などの資料を送付し、

菓子博開催地について矢部
開催の意向を示した。この

昨秋には北海道が非公式に

事長も参加した。

した論評が、シビアな判断

ている新聞を調べたとこ

日の本審査会は公開

20

19

の大統領選挙で、どちらの

どちらにするかの返答と合

都道府県菓子工業組合には

日にちがあまりないので、

望があった。協議の結果、

意見も聞いて欲しいとの要

博開催自体に対する各県の

と説明された。席上、菓子

期開催地を正式決定する」

い、全国菓子業者大会で次

博協議会で推薦してもら

決定したい。その後、全菓

で次期開催候補地の推薦を

は、責任を持つという意味

正と判断して支持するの

候補者が主張する政策を適

と、私なりに理解している。

るだけ効果のある配布場所

ーマ館の入り口など、でき

菓子めぐり館の入り口やテ

布の要望が多いため、全国

る。各県のＰＲを兼ねた配

全県の参加を目指してい

トも実施する予定であり、

たい。全国お菓子プレゼン

備ができる体制をお願いし

品揃えや販売など円滑な準

で、各都道府県組合には、

が予想される日があるの

いる。こうした事例を見て、

結果として受け入れられて

起きたが、選挙の結果は、

全菓連だより

なので、このようなことが

多い候補者が勝利する制度

説明された。

県菓子工業組合に送る」と

ので、その結果を各都道府

ンケートで要望等を聞いた

予定。また、県人会にはア

子の配布を手伝ってもらう

菓子めぐり館の販売やお菓

人会が組織されており、お

「広島県で各都道府県の県

実行委員会事務局長より

された。また、荒川菓子博

することも検討中」と説明

配する。マスコミの論評は、

引っ張ることもあるかと心

大学サンタバーバラ校。ア

したのは、カリフォルニア

持していない。この調査を

た２０００年の大統領選挙

シュ候補とゴア候補が争っ

こんなことがあった。ブッ

▼また選挙では、かつて

ル（法律）に基き決まった

論とすべき。そして、ルー

の反論は根拠に基づいた議

すべき。また、その主張へ

根拠ある主張は明確に主張

なことを言ったとき、竹中

影響があるので責任を伴

解しやすい。

教授は、マスコミはすぐ、

紙はどちらも支

当時安倍総裁の発言から始
たのが主な理由と考えられ

そのような言われ方をする

けて恐縮です。昨年

まった円安、株高は、年が
る。このため総裁の発言だ

月

した。期待があるから、投

のですと諭した。私は同感

期待があるから経済が動く

議論でなく、方向性は同じ

議論ならば、真っ向対立の

経済原則の認識を共有した

適正な論評が必要である。

論評は、経済原則に沿った

その歴史から見て、民衆が

合衆国として独立した国。

７６年７月４日にアメリカ

人々が新天地を求め、１７

ヨーロッパで迫害された

り言うようだ。アメリカは、

挙で支持する候補をはっき

差で勝利し大統領となっ

投票で２７１対２６６の僅

ダ州を制し、大統領選挙人

ったブッシュ候補がフロリ

票で過半数を獲得できなか

した。最終的には、一般投

法廷闘争が展開されるなど

掛かり、選挙結果をめぐり

結果が判明するのに時間が

もとより、自らの利益にも

向に協力することは、国は

を持ち、経済が良くなる方

が、安倍政権の政策に期待

実現していくことは大変だ

そして効率化をつぎつぎと

を喚起する成長戦略政策、

動的な財政政策、民間投資

らない大胆な金融政策、機

て思った次第。期待を裏切

は、過度の円安の悪影響を

だが、そうではない状況

資がある。期待のないとこ

での議論になるはず。たと

勝ち取った民主主義国家だ

た。アメリカの大統領選挙

全菓連理事・千田仁司

なると考えている次第です。

ことは尊重すべき、と改め

が続いている。これは、安

ろに、投資はない。金融政

えば、投資が必要なことは

から、意見は明確に主張す

は、全州で獲得した選挙人

は、接戦で、フロリダ州の

倍政権が打ち出すその後の

策も同じだと思う。マスコ

共通の認識で、その上で、

る社会となり、その一つの

の数を合計し、獲得総数が

メリカの新聞は、大統領選

政策と実行に、市場は強い

ミの批判をするわけではな

最も効率の良い投資は何か

例が、こうした新聞の姿勢

う。それゆえマスコミでの

ったが、日銀が金融緩和に

期待を持っている証だと思

いが、マスコミには、根拠

との議論になるはずだ。

にも表れているのだろう

が、期待が大切なのです。

踏み切るとの見方が強まる

年

を話さないままの論評や、

▼先日、こんな調査があ

に戻ると、見られていたと

などの期待から、市場は円

と言われ、ＧＤＰ（国内総

根拠を違えて気付かない論

ることを知った。アメリカ

指摘する大臣の発言があ

を売ってドルを買い、再び、

生産）が縮小する悪い経済

評、言わずもがなの論評が

思う。

円安、株高の方向に向かっ

が続いたので、上向く要素

ままあるように思う。こう

22

銀は新たな金融緩和策を決
めた。

う。日本は、失われた

があると、期待されている

日、日

本来の円高は、日本経済

のだと思う。

月

が強いから買われて起こ

た。そして、

る。総裁発言以前の円高は、

り、一時、円高、株安にな

明けても続き、
けでは、すぐにもとの円高

28 36

日に

11
15

11
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候補を支持するかを表明し

でも、はっきりしていて理

12

日、丸の
専務理事より次のように説

をする市場に影響を与える

ろ、主要１００紙のうち

第26回全国菓子大博覧会・広島会場工事風景

雄氏）では１月

▼この期待について、先

と は 思 わ な い が、「 市 場 の

紙がオバマ候補を支持、

と本審査会を、４月

日テレビで興味深いやり取

失敗」と言われるような、

紙がロムニー候補を支持し

は本審査会と判定会議を行

経済が強くて買われたので

りがあった。或るテレビ局

価格機構がうまく機能しな

ている。

全国お菓子めぐり館では販

なく、アメリカをはじめと

のニュースキャスターが竹

いことが起こるので、期待

売を行うが、事前調査を行

する主要国の経済が悪いた

中平蔵慶大教授に、根拠を

に水をさす、或いは、足を

どちらが適当か回答を頂く

め、その対策としての金融

話さないまま、この期待は

段取りで進めたい。その結

緩和政策で、通貨の量を増

すぐになくなるというよう

会議では年間スケジュー

▼景気回復を強く期待し

やした結果、増やさない日

果を見て２月

ているため、同様の話を続

本の円が相対的に高くなっ

内東京會舘で新年拡大合同

19
う。

26

12

ったところ、かなりの混雑

31

日の三役会

10

18

19

次期菓子博
開 催 地

月、

新年拡大合同役員会

12
1

1
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栗を何とか洋菓子に採りい

て洋菓子である﹁モンブラ

饅頭が評判だった頃︑何と

ン﹂を日本人好みの味に仕

フランスの空気を楽しんで

んで焼くという﹁パイシュ

上げ完成しました︒現在で

れようという事でどうせ使

又︑時代の流れに沿って

ー﹂でした︒これがレニエ

か洋菓子に採りいれる事が

大型ショッピングモール

を代表する菓子となりお客

頂けるよう積極的に取り組

﹁ｍｏｚｏワンダーシティ

うなら中途半端ではなく沢

時を経ずして︑名古屋駅前

ー﹂にも積極的に出店され

山の和栗を使うことによっ

﹁タカシマヤ﹂スイーツコ

は︑和菓子の﹁栗きんとん﹂

出来ないかと思い考えつい

平成４年創業の名古屋市

ーナーにも出店︒一気に３
様の評判となりました︒も

たのがシュー皮をパイで包

西区の洋菓子店﹁レニエ﹂

お客様の利便性にも応えて

んでみえます︒

︵長谷川享平代表︶様は︑
店舗を築き上げ名古屋の名

年３月末で満

周年

平成

デパート︑各地の催事で﹁中

同様︑９月の新栗のシーズ

津川モンブラン﹂を並んで

ンには︑本店のみならず︑

れも和菓子から生まれた商

購入される光景も見られま

う一品忘れてはならないの

お店は最初から売れるよ

品です︒出会いは和菓子の

が﹁中津川モンブラン﹂こ

う に な っ た 訳 で は な く︑

材料屋さんが持ってみえた

連日あふれ出るばかりの
お客様に対応する為︑平成
色々な取り組みの中で試行

おられます︒

を迎えられ︑お店は大変活

年の間には︑本店

気に満ちあふれています︒
この

錯誤し出来上がった商品が

に新築移転し︑続いて北区

階から現在の西区五才美町
は珍しいチョコレート専門

アル及び隣地には名古屋で

これは和菓子屋さんでパイ

﹁ レ ニ エ の 新 キ ャ ベ ツ ﹂︒
た︒こんなにも美味しい和

﹁栗きんとん﹂の材料でし
す︒

田大輔

愛知県菓子工業組合・近

ご期待ご祈念申し上げます︒

と夢を実現されることを︑

まだまだこれからも色々

事でした︒

く協力していきたい﹂との

の経験を生かして余す事な

志望者への援助等には自分

成長する為の手助け︑独立

最後に﹁今後は従業員が

しておられます︒

としての手腕を存分に発揮

ストにおいては実行委員長

及び年１回の洋菓子コンテ

副会長として︑協会の運営︑

すが愛知県洋菓子協会では

多忙を極める長谷川氏で

店︑カフェを併設し︑本場

「レニエ」の店内

商品に対する目線が︑以前

昔ながらの菓子でも︑き

重なるのも損ですね︒

な見た目が大事です︒

売り方そのものに︑その菓

より変わっていることに気

ちんとアピールをすると︑

菓子には︑注目してはもら

春が待ち遠しいこの頃で

バレ

い！

す︒今年は早々︑雪によく
がつかれませんか？

■わが店のさくら餅

舗らしい香りがする︑そん

出会いました︒以前より︑

■オシャレのキーワードに

す︒ただし︑ちょっとオシ

昔ながらがよいと思いま

桜餅や春先の和菓子は︑

のです︒青空に梅の花が舞

をひとプラスして欲しいも

菓子だけに︑店独特の何か

いす餅︒昔からのなじみの

春を待つさくら餅︑うぐ

﹁おや？﹂と眼を留め︑た

ャレな﹁おもたせ﹂となる

なる！

ンタインの売り上げ︑売れ

た︒頂きものと言えば︑チ
ーズやピザソース︑オリー
ブ油なども︒お醤油や黄粉
が届いていた時代からする
と︑随分変わったものです

う頃︑なごりの桜まで楽し

オシャレのキーワードと
城戸翔寉︵きどしょうかく︶

みたい日本人ですから︒

と︑美味しいだけでは買っ

なるには︑菓子も美しく︑

てくれません︒

パッケージもオシャレで︑

いていは︑手を出してくだ

ピールにも基本形があっ

筋も︑昨年や一昨年とは少

が︑なにしろ美味しいもの

て︑どこでもあるようなお

ばかり︒

かと思われます︒

さるような気がします︒ア

■基本に忠実︑これが新し

し変わっているのではない

年が変わると︑お客様の

す︒

■本物を見る目が増えてま

その 214
２月

お餅をたくさん頂きまし

えません︒お土産市場とも



長谷川享平代表

楠に﹁北店﹂をオープン︒

18

20

を創業時のマンションの一

年には︑本店のリニュー

店となりました︒

洋 菓 子﹁ レ ニ エ ﹂

繁盛店訪問

知
愛
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味のある和菓子店

新月菓子舗

天神橋通
商 店 街

ます。

幹部として活躍されており

年務めていて現在も組合の

一つに天神橋通商店街があ

高知市内の中心商店街の

り、その通りに小さいなが

二代続く小売専門のお店

ございます。今回は、その

う等の生菓子を〝ばんじゅ

小売のかたわらおまんじゅ

氏が、一坪くらいのお店で

修行に行った初代井上欣二

年。東京へ

「新月菓子舗」をお訪ねい

う”に入れて自転車に積み

創業は昭和

たしました。社長でありま

らも名の通った和菓子店が

す西村祥一さんは高知県菓
売り歩いていたそうです…

代目の奥様から聞かせてい

と、その当時の苦労話を二

め昭和

年に入社して菓子

司「新月」へ菓子修行のた

子店の息子さんで、御菓子

代目社長に育てたとのこと

月」の屋号を譲り渡して二

上 氏 の 長 女 を 嫁 が せ、「 新

取り組む姿勢を見込んで井

を持ち、 年位〝菓子の器”

また、社長は陶芸の趣味

したとのお話です。

んで、最中〝美惇”を制作

修行に励んでおりました
などご自分で製作してお

にと茶道の方々から喜ばれ

さんである西村大輔さんが

なり、現在は５年前に息子

今年は還暦を迎える年に

り、なかなか玄人はだしの

ております。材料も厳選し

菓子の修行から帰ってきて

味のある〝器”を作ってい

たものを使い〝餡”におい

ご一緒に菓子製造をしてお

二代目社長は、先代から

ては北海小豆の皮を剥いた

の技術を受け継いで上生菓

〝皮ムキあん”を使用する

り、三代目を継ぐべく修行

るとお聞きしました。

こだわりをみせています。

すぐ前に自由民権運動の

中”は、社長が言うところ、

るようです。新作〝美惇最

に販売し大変好評を得てい

や〝美惇最中”など積極的

ているようで、焼菓子〝翁”

舗に感じ、益々発展してい

育っていて、活気がある店

菓子舗」は三代目が着実に

問させていただいた「新月

られる昨今ですが、今回訪

継者不足による廃業が挙げ

減少の理由の一つとして後

菓子工業組合も組合員の

に励んでおります。

〝板垣退助先生”の生家跡

局長・森下広和

高知県菓子工業組合事務

くものと思われます。

が一般公開された事にちな

用したトランク（ヴィトン）

があり、その板垣先生が愛

にと手土産になる品も作っ

最近は、進物用（贈答用）

子を得意とし、お茶菓子用

です。

ただきました。戦後の食料
難の時代の開業は大変だっ
が、昭和
が誠実さと菓子づくりへの

年、初代井上氏

たことが思い浮かばれます。
二代目（現社長）は西村菓

新月菓子舗

20

46

豆まきの由来

をもたらすことは不思議で

うのが豆を撒く時の決まり
福｢は
｣とか

文句になっているが

は霊力と考えた。中でも豆

内、鬼は外、悪魔外

めの呪（しゅ）で、鬼すな

は繁殖力が強いので特に効

あり、そこには強烈な生命

毎年、吉田神社の節分祭
わち陰の気を駆除する。陰

力が大きいと考えられ、そ

吉田神社節分祭で豆茶の接待とお菓子配布

に京都府菓子工業組合で

の後煎った大豆を撒くとい

がれられるという。

陽師が祭文（さいもん）を

鰯を焼いて頭を串に刺

よんで疫鬼（えきき）を宮

うそうし）が疫鬼を撃ち王

し、柊の小枝と共に軒先に

は、豆茶の接待とお菓子の

昔は立春によって新しい

卿（おうけい）が続いて桃

立てておくと悪鬼を退ける

配布を行っており、多くの

年が始まると考えられ、旧

の弓と葦（あし）の矢で打

効果があるとされていた。

う形が定着して、年の数又

年の穢（けが）れを払って

ち払う。儺遣（なや）らふ

悪鬼は鰯の臭気を嫌い、柊

城の四隅からたたき出し、

新しい年の神を迎えるた

と叫んで走り回り、厄払い

で目を刺されるのを恐れて

参拝客に喜んでもらってい

め、節分の行事として今も

の意味で魔滅（まめ）にち

近寄らないというまじない

はそれより一粒多く食べる

盛んに行われているのが豆

なみ豆を撒く。古代中国に

である。

とその年は病気や災難をの

撒（ま）きである。宮中で

穀物には魔よけの効力があ

黄金四つ目の仮面をつけ、

は追儺（ついな）と呼ばれ、

るという信仰がある。一粒

矛と盾をもった方相氏（ほ

普通には鬼打ち、鬼遣（や）

ます。

らいという。春を迎えるた

鬼は今では悪鬼という意味

などというところもある。

同時に家を守ってくれる場

恐ろしい存在ではあるが、

ことを鬼といって、これは

史

情報委員会委員長・青山征

京都府菓子工業組合ＩＴ

る。

で南南東、巳と午の間であ

の方（恵方）は丙（ひのえ）

を避けるという。今年の明

事は大吉にして福を得、禍

て万事この方に向ってなす

は一歳中の万徳を主る神に

だひめ）ともいう。この神

ょ）とも櫛稲田姫（くしな

后。頗梨采女（はりさいじ

頭天王（ごずてんのう）の

歳徳（としとく）神は牛

合もあったのである。

に使われるが昔は必ずしも

歳徳神

力がある。これを古代の人

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
の種が芽を出し多くの実り
福
福｢は内、鬼は外、富は内」 そうではなく、強いものの
｢ は 内、 鬼 は 外 ｣と い

美惇最中

子工業組合の会計理事を永
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さいたま市大宮区

﹃田舎饅頭﹄を紹介します︒

の御菓子司小川屋さんの

今回はさいたま市大宮区

子さんの夫婦二人三脚で経

人・小川憲一さんと妻・政

所に位置し現在は四代目主

業︒大宮駅からほど近い場

﹃ 田舎饅頭﹄の 小 川 屋

年創

小川屋さんは明治

四代目主人・小川憲一さん

営なされてるお店です︒お
が時代とともに品種改良が

はそのまま売れ続けてます
製造してます︒この大福は

を新銘菓として力をいれて
品は昭和

﹃盆栽最中﹄です︒この商
年ころ地元大宮

店の看板商品が初代創業当

人で共同で包装と最中皮

菓子工業組合組合員のうち

た粉を選別し使用するそう

時代ごとに製品に一番適し

テレビ等マスコミで話題に

炭を模して仕上げており︑

な黒ゴマ餡です︒ＳＬの石

ーストを練り込んだ真っ黒

りください︒日月定休です︒

で観光がてら是非お立ち寄

鉄道博物館等がありますの

でる商品です︒お店近所に

製造は各個人で好評を呼ん

の型をつくり名称は一緒︑

皮にわらびもち粉と食用竹

です︒

されこちらもよく売れてい

炭を練り込み餡は黒ゴマペ

小川屋さんは初代から受

るそうです︒

進んできてる小麦粉などは

け継がれてる﹃田舎饅頭﹄

あらゆる品種をためして︑

砂糖も膨張剤も使用しな

のほか︑鉄道の町大宮・鉄

時から大宮を代表するお菓

いで小麦粉を水だけで捏ね

もう一つ主力商品があり

子として売れ続けてる品名

た皮で店主手取りのつぶし
道博物館に因んで﹃大宮ぽ
盆栽のまち大宮にちなんだ

ンプルな事です︒

この饅頭の特徴は大変シ

餡を包餡し刀のつばの形に
っぽ﹄と言う真っ黒な大福

うなれば蒸しきんつばに近
いものですが︑昔から皮の
薄さを競った蒸しきんつば
と逆に皮対餡の比率が５対
５よりむしろ皮が厚く造っ

ージに登場︒愛嬌いっぱい

りくんとスイーツ姫がステ

いて︑サンタ衣装のかしな

商店街に

菓子をプレゼントした︒こ

基町ＮＴＴクレド広場でお

しなりくんとスイーツ姫の

覧会・広島実行委員会が実

気で︑一足早い菓子博から

のお饅頭約６００個︒大人

当日配ったお菓子は︑か

日︑ひろしま

施したクリスマスイベント

月

上がる

クターのかしなりくん＆ス

飯酒﹂という酔狂な団体が

めよう︒そのために﹁鳥取

地であることを世にしらし

ちくわ﹂を入れる︒

必ず挨拶のなかに﹁とうふ

わ ﹂︵ あ り が と う ︶ な ど と

は︶︒﹁ありが︑とうふちく

と う ふ ち く わ ﹂︵ こ ん に ち

菓子を受け取っていた︒

寄りまで︑うれしそうにお

に抱かれた乳幼児からお年

ド﹂の一コマで︑お母さん

かしなりサンタ

向けてのＰＲ活動を行った︒

校訪問などで菓子博開催に

このほかテレビ出演︑小学

のクリスマスプレゼント

生まれた︒正式名称は鳥取

イベントでは︑開幕まで

広島県菓子工業組合・三

﹁ひろしま菓子博２０１３

美酒応援団﹁鳥取飯酒﹂
︵と

豆腐竹輪に穴を開けてフ

１２０日あまりとカウント

は︑アッという間に無くな

いい酒がたくさん生まれ

っとりはんしゅ︶︒﹁はんし

ダウンの始まった菓子博の

菓子業界でも︑こうした

宅健士

かしなりくんサンタは︑

った︒

人 気 漫 画︑﹁ 夏 子 の 酒 ﹂
る︒だが︑そのことを鳥取

ルートにする︒これをトー

活動ができないかと日々考

サンタ衣装のかしなりくんとスイーツ姫

地域おこしとアイデンティティ確立

に登場する醸造家のモデル

フルートという︒これがま

が︑曲が終わると奏者がそ

ゅ﹂だから会長は大名なの

れを食べてしまう︒鳥取に

である︒事務局長は家老︒

勝手に名乗っている︒毎月

は︑この他にもオンリーワ

県民が知らない︒県民が知

第三金曜日に定例会︒毎回

ンの特産品がたくさんあ

らなくて県外の人が知るは

必 ず 地 酒 を 飲 む︒﹁ 参 勤 交

る︒それをどんどん全国に

は鳥取大学の教授だった

代﹂ならぬ三金交代だ︒そ

アピールしていきたい︒そ

人︒世界に誇るべき醸造技

して寺子屋と称して酒の勉

魅力をたっぷりと紹介︒続

強をする︒鳥取の酒の素晴

れはじげ︵地域︶おこしの

た見事な音色を奏でるのだ

らしさを全国に︑そして世

ためだけではなく︑鳥取の
アイデンティティを創るこ

名 も﹁ と ー 総 研 ﹂︒ 全 国 で

とにもなるのだから︒

鳥取だけにある︑豆腐でつ

長・小谷寛

鳥取県菓子工業組合理事

えている︒

総研﹂の会員は︑﹁こんに︑

よ う と い う 活 動 だ︒﹁ と ー

くった竹輪を全国に発信し

クなグループがある︒その

もう一つ鳥取にはユニー

界に発信する︒

事務局員は姫︒足軽などと

基町クレ

イーツ姫が︑繁華街の中心︑

れは︑第

クリスマスムードで盛り

ちかいものであります︒大
菓子博２０１３公式キャラ

焼印がおされた﹁やまだ屋﹂

変特徴的な商品です︒

回全国菓子大博

にお菓子を配った︒

お 饅 頭 配 り ︑菓 子 博 Ｐ Ｒ

広島の中心

〝ひろしま菓子博サンタ〟登場



兼広報・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合監事

成形し蒸しあげてます︒い

﹃田舎饅頭﹄です︒

30

ずがない︒鳥取が酒の名産

とうふちくわ

術が鳥取にある︒だから︑

飯酒と豆腐竹輪
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初の
﹁かごしまお菓子コンクール﹂開催

年

月７日に

て︑九州新幹線を利用する

る農産物や特産品を用い

品の応募があり︑全て

の企業・団体・個人か

これが初めてでしたが︑県

組合主催のコンクールは

﹁ 薩 摩 ポ ン ダ リ ン ﹂︒ 地 元

はモン・シェリー松下㈲の

児島県知事賞︶を制したの

その中で︑グランプリ︵鹿

を試食した審査員の方々を

分な水分をオーブンで飛ば

をシロップで漬け込み︑余

いちき串木野産のポンカン

内

大いに悩ませるほどにレベ

ら

魅 力 を 発 信 す る︒﹂ こ と を

ルの高い力作ぞろいでした︒

観光客をターゲットにした

目的としたコンクールを実

お菓子を開発し︑鹿児島の
果活用支援事業を活用し︑

施しました︒

81 50

﹁鹿児島の各地域の特色あ

新幹線観光客をターゲットに

去る平成
県の九州新幹線全線開業効

し︑スイートチョコレート
をかけた逸品です︒その他
の受賞作品は▼準グランプ
リ︵鹿児島県菓子工業組合

ア メ ﹂︵ セ イ カ 食 品 ㈱ ︶ ▼

夫を凝らし︑お菓子作りを

も多数応募があり︑創意工

理 事 長 賞 ︶﹁ 赤 い チ ョ コ レ
ー ト ﹂︵ ㈲ ク ラ ラ ン ス ︶ ▼

いいね！大賞﹁あきこクッ

このコンクールをきっかけ

お土産大賞﹁鹿児島ぐるっ

に菓子業界全体が活気づ

楽しむ姿は︑菓子業者にも

いずれも鹿児島の美味し

き︑更に発展することを期

大いに刺激になりました︒

い素材の魅力を活かした独

キー﹃鹿児島﹄﹂︵路地バー

用大賞﹁森のごちそう〜鹿

創的な商品ばかりで︑味・

のら︶です︒

児島産３種の果汁ゼリー﹂

待しています︒

と ス ウ ィ ー ツ の 旅 ﹂︵ 城 山

︵宮之浦加工グループ︶▼

ビジュアルともに作り手の

観光㈱︶▼鹿児島の素材活

ふるさと大賞は２点で﹁さ

今回は︑個人や学校から

熱意が伝わってきました︒

務局・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合事
粒しょうが

く ら さ く ら ﹂︵ 名 ︶ 明 石 屋
菓子店︶と﹁

10

11

年

５％増加したものの順位で

す︒昨年︑府の人口は０・

大阪の実態は結構大変で

うと︑そうでもありません︒

に乗っかかっているかとい

従来の延長ではムダが多す

主権が生かされておらず︑

を重ね︑自ら決定する地域

政があまりにも多くの失敗

いるわけですが︑地域の行

から変革の波が押し寄せて

﹁地方分権一括法﹂の施行

委譲などが盛り込まれた

は大阪人にとって︑目にし

物入りで作ったものの今で

い取られるようです︒鳴り

す︒このたび香港企業に買

るノッポビルが立っていま

本でも高さが３本の指に入

泉佐野市︑関空の近くに日

ぎ破滅します︒大阪府下の

いく場所は地域です︒

な菓子企業が︑今後生きて

ほしいと願います︒ちいさ

お菓子業者として注目して

ました﹁まちづくり﹂には︑

え︑各地で盛んになってき

と言いたげでした︒とはい

たちから珍重がられ︑売れ

吹田の﹁まちづくり﹂の人

わいまんじゅう﹂をつくり︑

す︒吹田の象屋さんは﹁く

の慈姑︵くわい︶の産地で

大阪で伝統野菜のお菓子が評判です

です︒自立は考えられてい

補助金で賄うつもりのよう

んまりです︒当然国からの

するの︑という問いにはだ

福祉が主で︑おカネはどう

自治会︑防災︑防犯︑社会

ました︒しかし︑講座では

コンダクターの資格を取り

り未来塾﹂なる講座に通い︑

近筆者は地域の﹁まちづく

資は大丈夫でしょうか︒最

ました︒安倍内閣の公共投

たくもない存在となってい

ます︒地域の﹁まちづくり﹂

地域密着を試みたいと思い

でした︒今後は︑積極的に

子企業は︑特に地域に冷淡

うです︒大阪のちいさな菓

れていないところがありそ

企業は︑肝心の地域に知ら

米菓︑飴菓子等のちいさな

ですが︑焼菓子︑半生菓子︑

生菓子店は地元志向が当然

子をつくることです︒和洋

地域の人たちに愛される菓

でまず存在を知って貰い︑

菓子企業になること︑地域

地域になくてはならない

来を切望します︒

も同じようなニュースの到

在です︒乾菓子の世界から

としているようです︒

はこのお菓子を地域の誇り

いずれも︑地域の人たち

売れ行き上々のようです︒

店のように愛されていて︑

た︑地域の人たちに自分の

味を出しています︒これま

んじゅうにあしらい︑良い

伝統野菜の﹁若牛蒡﹂をま

ています︒大阪の八尾では

中島孝夫

全国半生菓子協会会長・

地域の自立に貢献する存

ないのです︒ですからおカ

そこに︑ちいさな企業の

に参加しましょう︒
めから考えないのが常識だ

ネが出そうもない企画は始

大阪の吹田は︑伝統野菜

ぶりに３位に転落していま

勝機が見えてきます︒

そうです︒勢いづいて国を

す︒中央から地方への権限

55

八尾の
﹁若ご ぼ う 餅 ﹂

変えるとも言っています

は神奈川県に抜かれ︑

いま大阪は賑やかです︒

が︑すべての大阪人がこれ

若ごぼう餅／八尾の「さつま屋」

橋下市長が﹁維新の会﹂を

慈姑まんじゅう／吹田の「象屋」

つくり︑大阪を変えるのだ
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東京都菓子工業組合では武田哲男氏（㈱武田マネ
ジメントシステムス）を講師に迎え、「顧客満足（Ｃ
Ｓ）を高める実践的クレーム対応講座」について講
演会を実施しました。
先月号より続く。

クレームの構造

顧客、ヨコ軸は提供側を意

～その隠れた要素を「不満足」度調査で知る～
クレームはあらゆる場面

組織は世の中に存在しませ

す。クレームゼロの会社・

的要素…）などなど多岐に

ビス（システム、設備、人

は 商 品 も サ ー ビ ス ）、 サ ー

サービスは、商品（現在

味します。

ん。そして特にクレームは

に発生の可能性がありま

年を追うごとに増加してい
わたった関係により構成さ

在は商品とサービスを分け

ます。その理由を探ると、

ストダウンが原因となって
ないで一体としてとらえる

れているのです。そして現

い ま す。 例 え ば、「 コ ス ト
時代です。

多くの場合、自社都合のコ

を下げて品質低下を招いて

その④

現在カタカナで『モノ』

この表は現状のサービスを

げられるのが次の表です。

スを構成する要素として挙

るところです。さてサービ

している」辺りがその最た

ピードアップを進めて雑に

加価値を失っている」、「ス

切れないほど多くのサービ

す。乗用車に至っては数え

…などは皆サービス機能で

機能、除湿機能、タイマー

コンを例に取ると、お掃除

組み込まれています。エア

品には、多くのサービスが

例えば提供側の現在の商

システムもまた大切なサー

の機能といった意味です。

に演出するのは音楽ホール

す。例えば歌手の歌を最高

は設備・施設などの機能で

に必要な別のサービス要素

モノを上手く活用するため

意味しています。更にこの

の商品」＋「サービス」を

依存していると、属人的要

が整ってなく、人的要素に

Ｂ．情 報・知的（知識
・智恵）価値受容性

Ｃ．効 率的・身体的価
値的受容性

Ｄ．価格価値的受容性

Ｅ．経験価値的受容性

たときのことが以下の２つ

に私がインタビューを受け

た「ヒットの経営学」の中

日本経済新聞社が発刊し

いうと、作り手があまりに

なぜそんなことをするかと

いませんでした。ところで

か記事になるとは思っても

の時に話したことで、まさ

き逃しているからです。気

のたった一言のグチ」を聞

か。それは日頃から「顧客

に気づかないのでしょう

なんでこんな単純なこと

す。

着心地にはならないからで

ることにより決して快適な

いしろが直接的に肌にふれ

な思いをすること、更に縫

り、チクチクしたりして嫌

の若者は重いものを運ぶ仕

っている。募集しても今時

すると「そんなことは分か

したらどうですか」と言う。

を見て「アルバイトを採用

ーいいながら働いているの

販店に行ったときにご主人

ルメーカーの営業社員が酒

多いのですが、例えばビー

ことで聞き逃している例は

ことはムリ」と思っている

付け加える。こうしたこと

い。腰を痛めてしまう」と

りアレルギーで肌が腫れて

言われている方も「そんな

とかく言っている方も、

Ｂ．大瓶のビールの例

る。またご主人は「大体、

ない」と愚痴をこぼしてい

つい「重い」とグチを言っ

しかし大勢の人達がつい

る」ということです。

のだから重いにきまってい

ることは「ビールは液体な

に対する両者の頭の中にあ

出しなんかやっていられな

番下から取り出す先入れ先

積んだビールのケースの一

て欲しいというが、倉庫に

からそれをお客様に提供し

い日付のビールが美味しい

のケースとして記されてい

も気づかないからです。子

にも留めていないからです。

１つめの例は「私は下着

しまったり、そこまで大げ

事を嫌うから中々来てくれ

を裏返しに着る」というち

さでなくとももぞもぞした

が汗水垂らしながらゼーゼ

ます。

供達や肌が敏感な人達はタ

ビールメーカーの人は新し

発生します。これはサービ

素に左右され、バラツキが

Ａ．精 神的・情緒価値
的受容性

ッグが肌に触れることによ

提供側

Ａ．下着の例

顧客の「グチ」
「困っている事」
「不
満」は宝の山

ビスです。企業のシステム

⑸人間力サービス
⑴商品・
⑵商品＋
⑶設備サービス ⑷システムサー
ハードサービス
ソフトサービス
ビス
①人間系サービス ②人的サービス

ス要素が組み込まれ一体化

と記している時は「ハード

２、サービス・サービス
既に商品に組み込まれているサービス

しています。

ビジネス上の有料サービス

整理したものです。タテ軸

サービスの表

はサービスの受け手である

いる」、「効率化を図って付

武田 哲男 氏（㈱武田マネジメントシステムス）

ょっと恥ずかしい事例を挙

Ｇ．環境価値的受容性

㈱武田マネジメントシステムス

例えば高齢者や

要素です。更に

情緒面に関わる

される」などは

話がたらい回し

じ が 悪 い 」「 電

接客対応の「感

軸で見たときに

機能です。タテ

大切なサービス

ますが、何れも

ビス要素もあり

接点を持つサー

間接的に顧客と

の整備のように

ビスと、飛行機

接する接客サー

のです。自分たちの都合に

様からの「プレゼント」な

多いのですが、本当はお客

い」と逃げ腰になる人達が

「誰かにバトンタッチした

捉え、「嫌だな」「逃げたい」

れると、直ちにクレームと

マイナス要素の話を聞かさ

い た こ と 」「 不 満 」 な ど の

チ」「困っている事」「気づ

が誰しもが顧客からの「グ

彫りになるのです。ところ

が見事に数値化されて浮き

で殆ど気づかなかったこと

調査」で実施すると、今ま

調査票の設計を「不満足度

テ軸とヨコ軸をクロスした

なりますので、こうしてタ

詳しくご説明すると長く

ら美味しくても爪のお化粧

小児がペットボ

合わないこと、自分たちで

スとして失格で

トルの蓋がきつ

は対応できないことと捉え

をした女性は空けにくけれ

くて開けにくけ

るからです。新商品、新サ

す。また、人的

ればそれが購入

ービスのヒントをもたらせ

ば購入しないなどの現象が

しない理由にな

てくれたとは捉えないので

実際にあります。

ります。タテ軸

サービスについ

とヨコ軸をクロ

す。

ては直接顧客と

スするとこうし

づく。そこで１９９７年か

という事なのだと改めて気

ろ、共通するのは「重い」

ている一言を集めたとこ

ルトップのコーヒー缶は幾

す。実はこうしたコストダ

り上げを上げ始めたので

ら大瓶のビールが次第に売

に学べることは、この年か

ると想います。ここから更

なことかお分かりいただけ

げましょう。

ここでまた一つ事例を挙

％軽くしたの
です。するとどうでしょう。

企業にとっても価値あるコ

ウンが「お客様にとっても、

数パーセントです。そのた

えます。本来なら純利益は

言うとこれは純利益とも言

浮いたのです。ある意味で

たった一言が大切かお分か

なのですが、いかに顧客の

これはキリンビールの事例

品質」となるのです。実は

ス ト 」、 す な わ ち「 コ ス ト

次号に続く。

めには幾ら売り上げを上げ

ていただくと如何に画期的

りいただけると思います。

物流経費が年間で約

億円

を変えずに

ら大瓶のビール瓶の内容量

た現象面が浮上します。プ

Ｆ．保証価値的受容性

なければならないか計算し

10

顧客満足（CS）を高める
実践的クレーム対応講座

げていますが、本当は雑談

20

有形財だが既にハー 無形財で商品を活用す 設備・機械・コンピュ システム・仕組み 顧客とは直接接し 直接顧客と接する
ドに各種サービスが ることにより付加価値 ーターなどにより構 で構成されるサー ないが間接的に人 人が提供するサー
組み込まれている
を生む諸サービス
成される諸サービス ビス
に及ぼすサービス ビス

受け手側

もう一つの商品であるサービスをサービスする

１、商品サービス＝モノ

平成25年２月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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第887号

活性化に向けて～業界・組合・個々の企業の立

全菓連では全国組合研修会で「お菓子の需要

うした意味では本日のセミ

のではないでしょうか。そ

国的に菓子屋はそうだった

いたと思います。恐らく全

場で」をテーマにパネルディスカッションを行
ナーの参加者の中でも一番

コ ー デ ィ ネ ー タ ー） 今 年

渡辺嘉一郎（全菓連総務・

て行きたいです。

ップさせた販売戦略を考え

すので、今後は１、２割ア

ほぼ変わらなく続いていま

を次代に渡すべく頑張って

祖様から受け継いだバトン

来るのかと思います。ご先

な地方の菓子屋のお話が出

いました。

は「業界・組合・個々の企

企業規模が小さく、典型的

業の立場で、お菓子の需要
おります。山形市は県庁所
万人と

長谷川正芳（㈱長榮堂・山
在地ですが、人口

地で本店・テナント１店の

小さな地方都市です。中心

２店舗で営業しておりま

年四代前のご先祖

様が、今で言うコンビニを

す。年商２億弱で

明治

形）

活性化に向けて」というテ
ーマを設けました。先ず、

始めたのが我が社のルーツ

ご自身と店とお菓子の紹介
をお願いします。

です。二代目から菓子の割

人～

年、先代の父が創

から菓子専業になりました

合が増えていき、先代の時

ます。地方の商店は皆、疲

スタッフで取り組んでおり

人、季節によって

昭和

畑中和紀（㈲松栄堂・青森）

業して現在に至っていま

が、私の小さい頃は豆腐や

人程の

名、こぢん

す。従業員は

その①

７千名程のお客様に対し、

多くの企業が、各百貨店か

で、全国レベルに成長した

と従業員が２人の４～５人

されました。旦那と奥さん

ぐ神戸のせんべい屋に行か

す。昨年は工場を新築移転

倍になっているところで

５千万から、今は売上が５

やって、親父の時代の１億

のものを含めて

でスタートし、現在は季節

みじまんじゅうの製造販売

私で３代目になります。も

種類あり

の会社で住み込みでした。

しました。一昨年、私が

らの引き合いで買取り納品

その当時、東京でいう瓦せ

等をしておりますし、弊社

の場合など納品価格をこち

ます。もとは濾し餡ですが、

年頃から中の餡を工

ました。マスコミの目に触

た。１年たってやれやれと

ら晩までひたすら作りまし

全盛期で売れており、朝か

会長という立場で会社を見

ように社長を譲り、現在は

なので、文句を言われない

その後、運用するのは長男

の際、私が色々指図しても、

全体の３割を占めていま

という商品を開発し、売上

生地に餅粉を入れた桐葉菓

は

うが売上の大体６割、あと

めました。もみじまんじゅ

夫し、色々な種類を出し始

昭和

れる一流の百貨店の常に日

親父の会社に入りました

ています。主な売り先は大

歳の時です。そ

の当たる場所に、山形を展

が、当時は大変苦しい状態

手量販店やコンビニ、生協

歳で長男

開することが私の仕事のひ

でした。親父は「帰って来

んべいのクリームパピロが

とつだと思っております。

た せ が れ が や る だ ろ う 」、

す。販売は広島市内とその

らから提示出来る様になり

黒川耕次（三黒製菓㈱・東

で流通主体の商売をしてい

周辺で直営店

店舗を運営

年前、先代がカステラ

京）

私は「社長の親父がやるだ

しています。その他、駅の

年生まれで、

ます。

私は昭和

中村靖富満（㈱やまだ屋・

歳の時、

日市市宮島町があり、日本

じでした。私が

ろう」と、親子でそんな感

歳になりました。学校を

三景の厳島神社が世界文化

出て、親父の商売を継いだ

う「親がやるんだろう」と

回記念物産展」では１週

て開催をし、 年掛けた「第

２代目です。子供の頃から

は言っていられない、何が

中元・歳暮で年２回のご案

継ぐものだと思っていまし

従業員はパートを含め１７

・ＰＡに卸売をしています。

キオスクや高速道路のＳＡ

間で売上２億円の目標で頑

たので、何の疑問もなく家

広島） 広島県の西部に廿
張って参りました。残念な

歳で亡くなり、も

内を致し、お取り寄せを頂

がら目標達成は成りません

親父が

数年前か

き約２割の売上げをしてお
ります。また、

００年に何とかこぎつけた

まりと地域に根ざしたお菓

０名くらいです。今年は

いと日々頑張っています。

遺産に登録されています

昭和７年、祖父母が創業し、

なんでも社長として家業を

苦労をしながらも一生懸命

業を継いでいます。昔の親

するから商品やおつりを投

でしたが、参加頂いた周り

いかと思い、卒業したらす

げるようにしており、母は

ら積極的に関東地区の百貨

と思います。その波及効果

お菓子屋はおいしいお菓子

忙しすぎて機嫌が悪そうな

弊しており、山形も勝ち組

年間、和菓子屋に窯

を作って、良いサービスで

顔で店頭に立っていまし

醤油等も取り扱っていまし

んが

販売することが基本的な仕

た。今はそれでは通用しな

子作りで頑張っています。

歳なので、１

市の物産展を横浜高島屋に

が売れてないと言っていま

事だと思います。ただ、お

いので、十数年前から販売

周年、私は

恐らく２～３億円は売って

年たってい

したが、我々の業界の新し

いしいお菓子も良いサービ

員の接客研修を始めまし

が、その門前で商売してい

おられると思います。同じ

い人でも

スも時代によって変わって

た。おじぎの仕方、笑顔の

るやまだ屋からきました。

一度安売りをすると、次々

土俵・売り方では勝負にな

るので、変えてはいけない

いくと思います。私の父は

作り方、お客様とのやりと

継がなくてはならない立場

に安売りをしなければ立ち

らないと、Ｙ屋さんの商売

ことは、それぞれが認識し

戦後、羊羹が飛ぶように売

り、いち早くお客様の希望

になりました。そんな中、

行かなくなりますしデフレ

の真逆を選択し深堀してい

ていると思います。そうし

れて羨ましかったと言って

を感じとって商品を勧め

父ですから、子供は苦労を

スパイラルと一緒です。で

ったのです。先ず、日持ち

た中で私の好きな「代々初

いました。国民が甘いもの

る、そういうテクニックが

すれば立派になるんじゃな

すから「これが買いたかっ

をする様にし、小分けにし、

代、代々創業」という言葉

に飢えていたからだと思い

必要になってきました。な

の企業の方々も「やれば出

たら買いに来い」と言う位

特に都内有名百貨店で取り

があります。それぞれの代

ます。今は甘いだけでは売

ので、サービスの価値観も

来る」との思いを強くした

の気持を持つ事が大切だと

扱いして頂く、いつ何処で

が初代のつもりで創業し、

れなくて、おいしいことの

年前からは山形

思います。媚びる事無く、

誰に何を売るのかと整理整

新しい売り場、新しい商品

中に健康や環境、安心安全

店における物産展に出店

戸板商売の精神でやられる

頓した結果、関東で百貨店

を出すことで、事業が継続

黒川

います。

めて、自分の会社でできる

す。そうした中で時流も含

する商品のヒントがありま

の時は爆発的なブームで売

広めていただきました。そ

漫才師のおかげで、全国に

ていくことが大事だと思い

を時代に合わせた形に変え

ることが基本ですが、それ

し、特に

事が一番良いと思います。

で通販でとの戦略に達した

すると思います。その中、

違ってきていると思いま

割、弊社単独の通信販売を

山形の代表銘菓に「富貴豆」

のであります。変えて良い

が含まれてきていると思い

す。おいしいお菓子を作っ

負け組みと言う状況は全く

青
( えんどうの薄皮を取っ

もの、悪いものに正解など

ベーシックで比較的伝統の

て、良いサービスで販売す

一緒です。販売比率は本支

て煮崩れしない様に炊き上

無いと思いますが、必死に

年頃、Ｂ＆Ｂという

ます。もみじまんじゅうは

百貨店に出る様になった一

近というか、最後に創業し

、

が
) あります

昭和

番の要因は、同業他社・Ｙ

我々の組合で一番最
屋さんにはどうしても敵わ

ます。
と思います。

見ていると、お客様が殺到

次号に続く。

上が１・５倍になりました

中村

た人でも

後、新しく参入してくるメ

間で正しく「戸

ーカーはいません。窯屋さ

ない。間口

板商売」をなさっており朝

が、その頃の販売の様子を

ことを付け加えていければ

です。弊社が

げるお菓子

が、弊社売上げの２～３割

ある、息の長い商品にヒッ

たし、専売品と言われる塩

のか、全く自分の店と合わ

18

トがあります。そこに継続

・酒・煙草・切手・バス停

ない商品を作っても売れま

15

なって取り組んでいけば必

今後は、変わり種のお菓子

畑中

せん。その辺のアンテナを

58

63

ず知恵は生まれてくると思

を開発したいと思います。

と思います。それは信用・

張りながら、変えるものが

33

数年前から

長年の積み重ねで現在１万

ていくことが大事だと思い
ます。それから自分を見せ

渡辺

信頼という言葉にもなり、

22

を占めております山形名物

店の販売・注文納品で約５

お菓子屋さんが変えてはいけないこと、
また変えていくべきこと

た質問ですが、お菓子屋さ

商売上ではとても大事で

るポジションがどこにある

んが変えてはいけないこ

あってもいいし、ここだけ

不易流行が一番合う

と、また変えていくべきこ
す。また、売る時は、時代

は残そうかとか、それは社

昨年、評判の良かっ

とは何か、皆さんのお考え
に合ったものに変化をかけ

長の最終決断になりますの
で、常に情報をいただきな
がら、やっていったほうが

セミナーのビデオ

いいと思います。
長谷川

にパリの果物屋さんが毎日
戸板の上に商品を並べ、売
り切って戸板を仕舞うと言
うのが有りました様に、俗

65

もみじ饅頭（㈱やまだ屋）
シンプルに言うと、

炊いて夕方前には完売し、

35

に言う戸板商売、これが商

33

10

40

16

まで独占して全てが揃って

業界・組合・個々の企業の立場で
年前です。その

55

30

30

19

また、最近の決算が３年間、

お菓子の需要活性化に向けて
20
1

売の基本だと思います。だ
から何時でも何時までも商
品が有ると言うのはナンセ
ンスだと思います。また、

80

63

10

24
20 15

15

53

20

18

を教えて下さい。

富貴豆（㈱長榮堂）

10

39
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（９） 平成25年２月15日

東京都菓子工業組合では飯島宗裕氏︵ビーイッ

ムレツを買ったのは普通の

る︒しかし︑実際︑このオ

１００万円する部屋もあ

万︑スイートは

トコンサルティング代表︶を講師に迎え﹁現状を打

泊８万︑

開するための人材育成術〜売れる仕組みづくりは
ＯＬで︑お金持ちではなか

万は出さ

ールトンは何を売ったの

イントがある︒リッツ・カ

った︒そこにもう１つのポ

人づくりから〜﹂について講演会を実施しました︒

先月号より続く︒

売れる仕組みを考える
か︒オムレツで
ない︒では︑何を求めて商

その②

品を買ったのだろうか︒そ

代前半で﹁こ

んなの売れませんよ﹂と言

営業の人は

販売された商品に１日１組

で推移しているが︑環境は

だ︒金額は大体そのあたり

るし︑アスクルの文具の中

って下さい﹂というのもあ

あり﹁１００円で勝手に取

お菓子のボックスが置いて

に売るのは非効率的だ︒物

皆さん頑張っている︒闇雲

それで何とか生き残ろうと

り︑業界は大慌てになった︒

作っているお菓子には︑必

踏み出す︒また︑皆さんの

分の固定概念から先ず一歩

る︒その時の考え方は︑自

うか︒

のか聞いたことがあるだろ

ういう方か︒なぜファンな

い︒では︑そのファンはど

く︒

ある︒これをまず考えてい

るが︑それを上回る何かが

は多くの場所で売られるよ

ーキを扱っている︒お菓子

ドトールなど喫茶店でもケ

でもお菓子を扱っている︒

ている︒ファーストフード

しいことをやり過ぎること

を捨てることが大切だ︒新

く︒そのためには固定概念

もの︑できる内容でしてい

なく︑皆さん自身ができる

もちろん真似するわけでは

にはお菓子も入っている︒

お客さんに売るには︑ど

かるという不思議な時代だ︒

に︑かたや高級料理店も儲

円ショップで買っているの

い方をよく考える︒１００

い︒今の消費者はお金の使

れでよかったかもしれな

余裕がある時であれば︑そ

が無い時や消費者がお金に

が大切だ︒

る︒その強みを伸ばすこと

この店だから来る方もい

る可能性もあるが︑中には

くれる︒たまたま選んでい

その中でこのお店を選んで

だ︒飲食店は山ほどあるが︑

ず何らかの強みがあるはず

最低限の清潔感は必要だ

いる︑汚い店などがある︒

来ない︑洗い物がたまって

な店だろう︒タオルが出て

きたくないと思うのはどん

店で︑こういう居酒屋に行

いほうがいい︒例えば飲食

いところを直そうと思わな

飲食店も人材育成も︑悪

ムは強くなる︒こういう人

メンバーが揃っているチー

しい︒何らかの強みがある

こかのスペシャリストが欲

れもできる人材よりも︑ど

きる人はいない︒あれもこ

か︑足が速いのか︒全部で

のが速いか︑守りがいいの

打つのがいいのか︑投げる

人材も同じだ︒野球でも

時間売っ

大きく変わっている︒コン

うになった︒その中でどう

がいいわけではないが︑一

ビニはお菓子を

やって︑自分たちのお菓子

歩飛び出す視点も求められ

儲けるという字を分ける

を売らなければいけないの

を育てるのが人材育成だ︒

か︒自分たちのお菓子を欲

商売も同じ︒皆さんの持っ

れを見出すのが考える力

が︑ただ︑悪いところを直

ている会社や商品の一番の

だ︒もちろん裕福な方もい

して普通の飲食店にして

った︒でも︑支配人は﹁い

と信者になる︒ファンのこ

も︑繁盛しない︒皆さんが

や︑私は君の年収の人に食

とだ︒口コミにより︑その

２名限定の朝食がある︒料

ういう可能性があるだろう

商品のファンを増やす︒リ

理はキャビアやトリュフ︑

か︒この考え方を持つ人が

る︒

必要だ︒新しい価値を広く︑

強みは何か︒営業かもしれ

しているお客様はどこなの

今の時代は考えて売るこ

ない︒社長かもしれない︒

ただろう︒誕生日記念でプ

とが必須だ︒日本酒も昔は

よく行く飲食店はどんなと

会社のネームバリューかも

べてもらおうと思って︑こ

か︒皆さんのお菓子にはフ

こ ろ だ ろ う︒﹁ あ そ こ の 店

しれない︒小さい頃︑野球

オマールエビの３種類のオ

ァンがいるだろう︒ファン

ピーターは自分がまた買

は余りきれいじゃないけれ

カードが欲しいから︑食べ

レゼントもある︒でも︑Ｏ

う︒ファンは﹁この商品お

ど︑料理がおいしい﹂︑﹁大

たくもないものを食べたり

Ｌの方が一番多かった︒理

深く見出す︒お菓子の価値︑

いしい︑食べてみて︒ここ

将が気に入っている﹂︑﹁あ

しただろう︒ぜひ︑そうい

の商品を開発したのではな

企業の価値︑色々な価値を

の何々おいしいから一緒に

の 何 々 が 食 べ た い ﹂︒ つ ま

う強みを見つけ出し︑好き

い︒君の持っている価値観

法律で守られていたから︑

いかに作っていくかが求め

食べに行こう﹂という︒い

りどこにも負けない圧倒的

になってくれるファンを作

ムレツで︑メインダイニン

造れば売れていた︒地元で

られている︒ただ︑アイデ

かにその店のファンを作る

な強みを持つ店だ︒よくオ

グの１つの部屋を借り切

は大切にするべきだ︒ただ︑

造っているお酒は地元で消

アを出せと言われて︑すぐ

かが︑一番の仕事だ︒また︑

ンリーワンというが︑その

由は彼女たちが欲しがって

新しい商品︑新しい形態で

費されるものだったが︑自

に出せる人はほとんどいな

来て欲しいし︑他の皆さん

の外にいる人に︑このオム

売り込みたいのであれば︑

由化され色々なお酒が入っ

い︒トレーニングが必要だ︒

も呼んできて欲しい︒そう

り︑目の前でシェフが焼い

こうした価値観が要るかも

てきた︒しかし︑日本酒を

アイデアを出すことが職業

いたのは︑非日常だと思う︒

しれない︒物作りの方は自

売るという考えはなく︑造

のクリエイターも︑トレー

どんなにお金を持っていて

分の中で考えてしまうこと

るという考えだけであっ

レツを売りなさい︒このオ

は仕方がない︒そこでポイ

た︒そこで初めて販売営業

ムレツを欲しがっている人

お菓子業界は家計調査年

ントは︑皆さんのお菓子を

てくれる︒ドンペリのハー

報があり︑１世帯当たり１

欲している人がいるかもし

り出していく︒

フボトルが付いて︑バイオ

年間のお菓子の購入金額が

通りだ︒色々なところがあ

この考え方が色々な業態に

て

出ている︒８年間ほとんど

すれば広告なんか要らな

もベルサイユ宮殿で朝御飯

得ない世界を味わえる︒こ

ニングをしているからでき

を探し出して︑その人に営

商品となった︒皆さんなら

ういうところを求めた方

をしなければならなくな

リンの生演奏を聞きながら

だ れ に 売 る か︒ お 金 持 ち

れないこと︒最近︑会社に

求められている︒

だ︒景気が悪くなった時代︑

か？︒確かにリッツ・カー

変わらず︑６万６千円前後

人間関係を築くこと︒お互

がある︒ホップは︑良好な

テップ・ジャンプの３段階

ニケーションはホップ・ス

を構築することだ︒コミュ

とだ︒大切なのは信頼関係

や考え方を受け止め合うこ

互いに相手を理解し︑意見

コミュニケーションはお

なかなか共通点は見つから

じだが︑会社名を言っても

る︒自己紹介をする時も同

ションと会話の量は比例す

離が縮まる︒コミュニケー

なものが同じ等があると距

時だ︒出身地が同じ︑好き

る︒それは共通点があった

距離がぐんと縮まる時があ

が︑初めて会った方同士の

盛り上がられない︒ところ

と言われたら︑貸すだろう

に﹁お金を貸して下さい﹂

皆さんが初めて会った人

手との距離が縮まる︒

も読むのか﹂と︑そこで相

そこで会話が生まれる︒﹁君

せた共通点を持っていく︒

ですよね﹂等︑趣味に合わ

下幸之助のこの本良かった

を見る︒次に行った時﹁松

った場合︑飾ってあるもの

リサーチする︒社長室に行

きなもの︑読んでいる本を

をするか︒相手の趣味や好

ところに行った時︑まず何

知り︑自分のことも知って

いに会話して相手のことを

く︒親和機能は会話︒お互

物ではなく︑顔を売りに行

難しい︒そこで営業の方は

動喚起を求めてもなかなか

発生していない︒そこで行

も︑親和機能や伝達機能が

を買って下さい﹂と言って

ただ︑初めて会って﹁これ

のを買ってもらうことだ︒

は行動喚起だ︒営業ではも

ろう︒ジャンプに当たるの

頼を置いている方にするだ

談事があれば︑普段から信

り︑対応も変わる︒何か相

いにより︑信頼関係が変わ

佐川急便では︑最近︑イ

先行してしまう︒

ければいけない気持ちが︑

まうと︑どうしても売らな

の結果だ︒これを忘れてし

で︑買ってもらうのは最後

ーションを作るのが仕事

営業はまずはコミュニケ

なる︒

商品を買ってみようか﹂と

来てくれるから︑今度この

最後は行動喚起で﹁いつも

ろう︒これが伝達機能だ︒

の悪い人の話は聞かないだ

気持ちになる︒皆さんも仲

の話を聞かせてよ﹂という

聞ようになり﹁今度︑商品

生 き 生 き も 正 解 だ︒﹁ さ ﹂

る い 声︒﹁ い ﹂ は い つ も︒

抱えている時︑余り明るい

による︒相手が凄く悩みを

は明るく︒これは時と場合

例えば悪魔のような微笑み

いけないポイントもある︒

できない﹂という︒しては

拶ができなかったら︑何も

拶ができる人材になれ︒挨

に﹁何ができなくても︑挨

は人材育成や新人育成の時

お菓子を販売促進して頂く

上げ︑柏餅︑ちまきなどの

う︒同バックは紋日を盛り

の日﹂の紙袋を本年も取扱

挨拶をするんだぜ﹂と悪口

も︑先に続ける︒﹁あいつ︑

は続ける︒明るく︑いつで

よ う ﹂ と 言 い 返 す︒﹁ つ ﹂

と言うと︑こちらも﹁おは

トだ︒相手が﹁おはよう﹂

これが挨拶の一番のポイン

るので︑各県の組合事務所

連でも注文を受け付けてい

購入を希望する方は全菓

すべて決まってしまう︒

ができるかの第一印象で︑

的に言う︒営業の方は挨拶

おはようございます︑積極

ったいない︒こんにちは︑

のに︑なぜしないのか︒も

プラス評価しかもらわない

２箱以上から︒

１箱百枚入り

▽注文数＝

円／枚︵税別︶

ビス料を入れると

支配人が﹁こういう商品を

が︑多かったのではないか︒

いに初めて会った方が︑全

ない︒その中でいかに自分

か︒親友や凄く仲のいい人

は先に︒さわやかにと答え

気を消してつぶやく︒そん

挨 拶 の ポ イ ン ト︒﹁ あ ﹂

な挨拶はダメだ︒

挨拶をするわけにはいかな
い︒基本は明るい表情︑明



﹁子供の日﹂
の紙袋を斡旋

かしわもちも

〜﹂と書かれている︒

きたべたべ

いる︒袋の側面には﹁ちま

ために︑鯉のぼりを画いて

鯉のぼりを画いた

全菓連では毎年斡旋して

好評を得ている︑大阪府生

菓子協同組合作成の﹁子供

日︑春の和菓子

日︑菓子技術講

習会︑講師・鎌田克幸

２月

製菓専門学校

一 氏︵ 西 村 清 月 堂 ︶︑ 富 山

講習会︑講師・大政正

２月

行事予定

ョー３Ｆ

通り︒

▽価格＝

▽送料＝着

払い

日︑菓子技術講

・銀座・茨城マルシェ

スイーツフェア︑東京

３月

日︑いばらぎ和

氏︵ 二 六 会 会 長 ︶︑ ㈱ カ リ

習会︑講師・西尾智司

２月

盛岡市・マイスター火の本

氏︵ 日 本 菓 子 専 門 学 校 ︶︑



に問い合わせるとよい︒

詳細は次の

く知らないことがある︒そ

の情報発信をしていくか︑

が﹁財布を忘れたから２千

ケメン社員の写真集が出て

る人もいるが﹁先﹂にだ︒

﹁子供の日﹂の紙袋

の方とどう人間関係を築い

相手が情報を引き取ってい

いる︒佐川急便で一番大切

29

お客様とのコミュニケーション

ていくか︒挨拶や対話︑色々

くか︑ここで共通点を盛り

もらう︒何回か通いコミュ

にしているのは挨拶だ︒私

次号に続く︒

な自分の情報を提供した

円貸してくれ﹂と言ったら︑

ニケーションができると︑

を言う人はいない︒挨拶は

り︑受け取ることだ︒色々

上げると︑コミュニケーシ

今度は相手の話をきちんと

26

10

19

20

福井

茨城

富山

岩手

で︑いきなり背後から︑殺

な対話をして共通点を探

貸すかもしれない︒普段の
営業の方は新規の相手の

コミュニケーションの度合

なか会話が発生しづらく︑

ョンが発生されやすい︒

万円出せば︑普段あり

売るから︑売ってくれ﹂と
ルトンは高級ホテルで︑１

を食べるわけにはいかな

24

営業の人に言ったそうだ︒

い︒ところが︑ここに行っ

飯島 宗裕 氏（ビーイットコンサルティング代表）

業をしなさい﹂と言った︒

〜売れる仕組みづくりは人づくりから〜

そして２ヵ月待ちの大人気

リッツ・カールトンで︑

13

万円

現状を打開するための人材育成術

14

食べる︒この商品は税サー

30

す︒初めて会った時はなか

13

13

平成25年２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887号

神奈川県菓子工業組合では小池浩二氏（マイス

ター・コンサルタンツ㈱代表取締役）を講師に迎

え「販売戦略セミナー」をテーマに講演を行いま

した。

などターゲットを、明確に

弁当も売れている。コンパ

しているので、量はそんな

売上そのものがなかなか

ているのではない。売上が

に要らない。味は下手な仕

クトサイズで、従来よりも

上がっている店もある。何

出し屋よりおいしい。こう

ボリュームが小さくなって

が違うのか。やはり世の中

いう身近な例を「なぜこん

上がりにくい環境になって

は大きく変わっている。こ

きている。とはいえ、すべ

こを先ず押さえることが大
なことをしているか」と考

いる。理由は高齢者の方々

事だ。例えばセブンイレブ
えるのが重要だ。

ての企業、店が全部下がっ

ンは今凄く伸びている。お

その①

か ら 強 い。「 イ ト ー ヨ ー カ

をイトーヨーカドーがする

ったから、助かった。これ

た。田舎で近くに店は無か

を改造した行商が売りに来

は久留米だが、昔は軽トラ

するサービスだ。私の実家

店が

時間、開いている形

ビニエンス・ストアも同じ。

り切っていく時期だ。コン

容や方法を変えることで乗

長期が終わる。成熟期は内

もが携帯を持つことで、成

が成長期のトップだ。だれ

ぐらいだ。だったら、今ま

メール、あとは写真を撮る

が、使っているのは電話、

私もスマホに切りかえた

うが、別に携帯でもいい。

はない。例えばスマホと言

要があるものは、そんなに

そして、年何回来てもらい

このお客様が何人いるか。

不定期に来られるお客様。

次に常連までは行かないが

る。先ず１番目に常連客。

になるお客様のゾーンがあ

ばいいか。すると、ベース

付けていくのか。これがな

店や商品にどう付加価値を

しまう。だから、皆様方の

しまうと売上高は下がって

だ。数量と単価だけを見て

数量×単価×付加価値係数

何も前進がない。

ンだから」と見てしまうと

ドーだから、セブンイレブ

そういうのは大手の話でし

な い と 進 ま な い。「 い や、

てきており、そこに気づか

日本の社会全体がこうなっ

ことが成熟期のやり方だ。

売る。こうして変えていく

る。最近は肉、野菜、魚も

も買え、郵便局も入ってい

ペンサーを置き、チケット

るから、キャッシュディス

店の数はピークに達してい

態は日本中どこでもある。

サービスで固定客化を図る

くなっていく時代、親身な

はそこにいる。商圏が小さ

ているかを考える。お客様

のか。どういう使い方をし

どういう買い方をしている

お客様の立場になった時、

ないと売れにくい。自分が

値がある。これを持って来

ら何かできるという付加価

か。でも、スマホがあった

での携帯と同じではない

に組み立てていかないと対

発想が出る。数字は具体的

ホームページを使うなどの

だ。それでも足りなければ、

には休眠客や新規客が必要

万円出る。穴埋めするため

とかできるなら差額は１千

ベースの客で４千万円は何

上５千万円が必要として、

がらして欲しい。例えば売

お客様の顔を思い浮かべな

たいか。これを考える時、

っている。単価も下がって

店される回数や買う量が減

し、今は数量、すなわち来

と売上高が高くなる。しか

個売れてお

売上高は数量×単価だ。

の招待状の発行、メモリア

ンショックを境に、構造が

会など２００８年のリーマ

高齢化社会、人口減少型社

きだ。日本は成熟化社会や

ている。これは世の中の動

てくれた人が１回に変わっ

ている。月に２回、利用し

くれた方々が、来なくなっ

だが、今まで買い物をして

売上が下がっている要因

いか。これが戦いだ。小売

らうためにはどうすればい

は、あと２回お店に来ても

こういうことは小さい店が

楽だし、安心できる。本来

自宅まで届けてくれるのは

の方や独り暮らしの方は、

全に時代の流れだ。高齢者

ている。宅配も始めた。完

食べやすくすることで回し

代わりに味をおいしくして

弁当などの量を少なくし、

ので、セブンイレブンはお

高齢者はそんなに食べない

変わっている。その中で、

だから、相手のことを知ら

と変わる。これが常連客だ。

る」となり、ひいきの店だ

分のことを認めてくれてい

名前が出てくる。すると「自

いる人がすべて持つピーク

わったからだ。必要として

品が成長期から成熟期に変

に変わって行っている。商

ではなく、スマートフォン

を撮る、メールを送るだけ

から、電話をかける、写真

っているから成熟期だ。だ

電話は、ほとんどの方が持

って、衰退期となる。携帯

あり、成長期、成熟期があ

商品も業種も必ず誕生期が

成熟化社会の特徴だが、

い。販売には奇策は無い。

しないと、売上は上がらな

る。こういう地道な活動を

思い浮かべて作戦を立て

に対し、どうするのか顔を

あれば、それぞれ１人ずつ

持っている。改めて買う必

の生活に必要なものは大体

ツというが、皆さん、普段

い。よくニーズとかウォン

しいから買いたいではな

から、ものがいいから、欲

に突入している。おいしい

手を間違う。

正しく認識をしないと打つ

の前で起きている。これを

ょう」ではない。現実、目

きとお届け、ダイレクトメ

小冊子を発行する、御用聞

る、ニュースレターを出す、

ービス、ファンクラブを作

ト ）。 上 得 意 客 へ の 特 典 サ

ーを出す（手書きがポイン

めには、お客様は何人いれ

必要な売上高を確保するた

かない。皆さん方にとって

定まらないから、うまくい

わけではない。逆に焦点が

だ。お客様は多いほどいい

のお客様の数は何人必要か

のは皆さん方の店にとって

ある。ここで考えて欲しい

らい売り上げが欲しい」が

店をしていると「このく

ことだ。

り、その中の１つにプロの

販売には色々な考え方があ

いい。お菓子作り教室は、

よくしている。和菓子でも

る夢お菓子は、洋菓子屋で

供が描いた絵をケーキにす

いと思うケースは少ないは

シを見て、買い物に行きた

に入っている折り込みチラ

ほとんど効果はない。新聞

れるかもしれない。だが、

チラシをすればいいと思わ

もらいたいなら、折り込み

域の人に自分の店を知って

れにより方法は変わる。地

ンを強化していくかだ。こ

販売促進は、どこのゾー

策が出てこない。

ちが作ったもの、製造者、

アピールの仕方。自分た

様は広がる。

ものでは「私はつまりませ

満たされており、一般的な

る。皆、必要最低限な物は

ラシを止めた店が増えてい

いる。効果がないから、チ

頼が来ない印刷屋が困って

ず。だから、今まで通り依

ことだ。よく「丹波の黒豆」

せるか。訴求力はこういう

ーリングにどれだけ合致さ

だから。人間の感性、フィ

は限らない。買うのは人間

一番ヒットになっていると

か、不定期客か、休眠客か、

売促進は常連客にするの

いに行くケースが多い。販

れはいいかも」と思い、買

イントで訴えてきたら「そ

とって欲しいものをピンポ

んよ」という世界だ。私に

から売れるというのではな

は成熟化社会だから、安い

で、魅力を感じない。日本

しているものは価格だけ

お客様に伝わらない。訴求

何か。饅頭幾らだけでは、

い。

いと、具体的な手は打てな

どういう方たちかを考えな

強化していきたいお客様は

で効果を出すのは無理だ。

のか。同じパターンの販促

新規のお客様を対象にする

世紀の売上高の公式は

いと生き残りはきつい。

いる。数量も単価も下がる

ルデーの特別サービス、お

業の場合、繁栄の条件は必

ないとひいきの店にしても

り、単価も

で売っている

顧客名簿を収集
する８つの方法

ールによるお知らせ、会員

技術を教えることがある。

また職人の思いをどう伝え

と書いてあるがそれだけで

い。ただ、逆の発想もある。

どうコミュニティを作るか

に集まるきっかけを作り、

など色々な方法がある。店

トの開催、誕生日会の開催

いと言われているものが、

の中で一番品質が素晴らし

いこともたくさんある。世

品とは限らない。そうでな

か。売れているからいい商

分かって欲しいポイントは

品の訴えるべき、お客様に

スポイントがある。その商

事で、商品には必ずセール

どう訴求していくのかが大

っているから困らない。

では飛びつかない。皆、持

より５円、

で安くなれば買う。他の店

円安いくらい

だ。集まることによりお客

次号に続く。

10

例えば従来は

から、売上高はダブルで下

客様カルテの作成、御用聞

ずお客様と名前が一致す

きちんとしたことを積み上

世紀、本物主義の時代

がる。これが多い。

き・お届けリストの作成、

る。これが絶対条件だ。お

らえない。食べ物屋でもこ
客様は自分がこの店の常連

とことん安くする。２リッ

例えば洋菓子店の場合、

トルの水のペットボトルは

のかでは全然違う。顧客名

はなく「何賞を受賞した○

の人は何を食べ、何が嫌い

○さんが作った」と顔写真

か記憶していたら、そうい

円を切っている。ここま

るかが重要だ。ストーリー

と認められれば嬉しい。マ

う料理は出さない。だから、

これはよくやる手だ。子

消費者コミュニ
ティ型顧客密着
の菓子店づくり

をどう伝えるか。伝え方を

クドナルドで毎朝、同じも

ひいきにされる。これは小

上得意客へのドアコー

教えても絶対にできない

結構スタンプカードを発行

のを買うが「お客様何にさ

売業や飲食店、全部共通だ。

ル、お名前でお呼びする、

が、教えられるほうは嬉し

している。和菓子屋は余り

れますか」と毎回聞かれる。

常連客の来店回数を平均

手書きのサンキュー・レタ

カードで上得意客化を図る

簿はお客様の属性が分か

ないからいい。他がしてい

お客様の心理は「この人は

２回上げたい等、具体的に

など、自分たちができるも

る。男性・女性、年齢、い

ないから目立つ。何で和菓

おれのことをお客様として

数字を作っていきたいので

げていくから、力が付いて

つも買うもの、年間の来店

子屋がしないのか、単純な

認めていない」だ。馴染み

来る。

数。相手を知るから、それ

疑問だ。また、常連客の平

のお客様は顔を見た瞬間に

も載せる。そういうものだ。

に応じた戦い方ができる。

均の年間来店回数６回を、

どれだけ研究されている

そのためには会員カードの

８回にあげたいとする。で

上得意客をフォ
ローする作戦

発行、保証書の発行、割引

50

10

10

券や買物券の発行、フェア

い。また、昔遊びのイベン

21

のを考える。

訴求型商品価値
の伝達

販促を考える時、相手の

プレゼントで見込み客の収

世紀は価値密着経営

24

集と色々な方法がある。

小池 浩二 氏（マイスター・コンサルタンツ㈱代表取締役）

ことをある程度見た上で打

販売戦略セミナー

つのか、分からないで打つ

21
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礼司
ｇ

教師

水飴…………………約

春の宴

地｢練り ｣と

⑦なめらかになって熱がし

【仕上げ】

するが、再度熱を良く入

言うが、全体に均一な弾

っかり入ったら、白並餡を

加えることがポイント

なくヘラを入れながら煉る。

力を出すと共によく熱

※この作業を

⑤きんとん餡位の硬さにな

を入れることが大切で

①蓬入り雪平を片栗粉の粉

れるてから煉り上げる

ったら、卵黄の倍量位を取

加えて練り混ぜる。

となる。

り出して卵黄の入ったボー
ある。

早く混ぜ合わせる。

と水を少量加えて煉る。

④グラニュー糖の１／５位

⑨⑦に⑧を加えて、手早く

２回に分けて加える。

⑧卵白を泡立て、上白糖を

く。

りまとめて余計な気泡を抜

板に上げ、たたきながら折

ようにする。

ルに入れ、ホイッパーで手

※この時卵黄のフシが残ら

※一度に多量の砂糖を加え
ると か｢ずのこ状 と
｣な

ないようにする。

ってまとまらなくなる

〔黄味中割餡〕
⑥サワリに戻して弱めの火

春の宴
加減で煉り混ぜる。

ので注意する。

ら、水飴を加えて煉り上げ

ュー糖の１／３位と水を少

かになったら残りのグラニ

⑤蜜が混ざり、生地が滑ら

煉り上げ後に卵白が透

る と 卵 白 に 火 が 入 ら ず、

※熱の入り方が不足してい

水飴を加えて煉り上げる。

⑩しっかりと熱が入ったら

⑥つや出し用の錦玉液を筆

類の蜜漬け豆を添える。

⑤羊羹が固まる前に、３種

し入れる。

げて、中央の窪みに少量流

④羊羹を挽き茶色に煉り上

③卵型で中央を押し窪ま

る。

量加えて煉る。

明に戻ってしまい白さ

ままだと焦げやすくな

味中割餡

ｇを包む。

ｇに種切りをして、黄

②

グラニュー糖……３５０ｇ
※卵黄が入ると焦げやすく

【蓬入り雪平】

⑥残りのグラニュー糖全量

せ、手粉をよくはらい落と

①餅粉に水を加えてホイッ

と水適量を加えて煉る。

す。

パーで溶く。

るので、ヘラではらいな

絹目の裏ごしフルイで裏ご

②セイロに蒸し枠を置き、

がら手早くまぜる。

〔羊羹〕

し、手早く布巾揉みをして

ら練り混ぜる。

※卵白がサワリに付着した

混ぜる。

◇蓬入りの雪平で黄味餡を
水………………約２００㎖

白生餡……………５００ｇ

包み、三色の豆と桜花で彩
なるので注意する。

※水と砂糖が蜜になってか

茹で卵黄………………５個

粉末寒天………………３ｇ

つや出し錦玉

そぼろ目が残らないように

⑦並餡位の硬さになった

水飴…………………約

水………………約２００㎖

〈仕込工程〉

ｇ

りを添えた春の上生菓子で

〈配合〉

グラニュー糖……２５０ｇ

【黄味中割餡】

ｇ

全体が滑らかで良く熱

蜜が完全に混ざり、生地

※硬い時は水を加えて調整

落ちる位を目安とする。

つながってゆっくりと

※最終的な硬さは、生地が

をし、布巾にはさんで軽

でゆらして軽く塩抜き

※塩漬けの桜花は、水の中

塗りし、塩漬け桜花をのせ

絞った布巾を敷き込んで空

が入っていることを確

が悪くなるので注意す

しておく。

③綺麗に磨いたサワリに移

認してから次の砂糖を

※通常砂糖は３、４回に分

①卵は予め茹で上げておく。

し、弱火で均一な餅になる

て仕上げる。
けて加えるが、その都度

③サワリに水とグラニュー

まで煉る。

る。

蒸しをした後、生地を流し

糖を入れて加熱溶解する。

分間位蒸す。

巾を被せ、乾燥を防ぐ。

※ボールに移して絞った布

なるのを防ぐために冷

④白生餡を入れてまんべん

入れて

黄表面が熱で黒っぽく

※卵が茹で上がったら、卵

水に漬けて急冷しする。

く水気を絞っておく。

②かたく絞った布巾の上に

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。

話 ０３－３４００－８９０１
電

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

個分

〔蓬入り雪平配合〕 約
(

)

餅粉………………１００ｇ

28

白並餡……………２７０ｇ
水飴…………………約
挽茶色色素
〔仕上げ材料〕
蜜漬け大納言
うぐいす豆

30

水………………約１２０㎖
グラニュー糖……１８６ｇ
白並餡……………１００ｇ
ｇ

ｇ

ｇ
蜜漬け白手亡
塩漬け桜花

20

卵白……………………
上白糖…………………
蓬………………………
冷凍蓬を解凍して軽く
(
)

40

14

30

す。

35
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絞ったもの
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