第

明治

４月

日より開幕

厳粛に開会式を挙行
回全国菓子大博覧会・広島「ひろしま菓子博２０１

日間の幕を

６００名が出席して、挙行

ガロイヤルホテル広島で約

た。湯崎県知事より「全国

祈念致します」と挨拶され

人々の幸せにつながるよう

子の力が世界に発信され、

界に届け、笑顔を結ぶお菓

めた本博覧会のテーマ、世

り名誉総裁おことばを頂戴

続いて、彬子女王殿下よ

挨拶された。

会にしていく決意です」と

さを実感してもらえる展覧

と感動を与え、平和の大切

長より「多くの来場者に夢

信 し て お り ま す 」。 松 井 市

多様のお菓子を作り続けて

と希望を与えてくれる多種

特徴を発揮され、国民に夢

子産業の皆様がそれぞれの

庭審議官）より「全国の菓

産省江藤副大臣（代理・櫻

博の幕が開いた。

テープカットを行い、菓子

守るなか、彬子女王殿下が

ート前で大勢の来場者が見

レモニーに移り、メインゲ

終了後、オープニングセ

宮殿下を尊敬してやまれな

松宮殿下、そしてその高松

裁をお務めになられた故高

年に亙り、本大会の名誉総

のは残念でなりません。長

ただくことができなかった

正式に父の手から譲ってい

べ辛い」などと言われるこ

の か 」「 食 感 が 不 思 議 で 食

美しいのに、なぜ同じ味な

和菓子は、見た目は本当に

外国の方たちには「日本の

ていると思います。ただ、

の高さは世界でも群を抜い

るまで、日本のお菓子の質

洋菓子、スナック菓子に至

ことを学びました。

ていくことが大切だという

のではなく、きちんと伝え

らわからないだろうと思う

子どもだから、外国人だか

大好きになっていました。

るころには、みな和菓子が

連のワークショップが終わ

言っていた子供たちが、一

理解を得るのは難しいなと

ともあり、まだまだ本当の

になり、幸せだなと思う感

いた時のほっと心が穏やか

おいしいお菓子を一口頂

彬子女王殿下

すが、引き継いでいけたら

も感じました。

父 は、「 お 菓 子 な ん て 俺 の

憶に残っております。長年

頂いた喜びなど、今でも記

子をいろいろと試食させて

ことや、普段頂かないお菓

の素晴らしさに息をのんだ

だき、初めて見る工芸菓子

れた菓子博に伺わせていた

して、岩手や熊本で開催さ

しくなったものでした。お

が、日本のお菓子がよく恋

で留学生活を送りました

あります。私は６年間英国

進 歩 が み ら れ る こ と。」 が

技術に匹敵凌駕する格段の

の分野においても、本場の

増していることと、洋菓子

法に工夫を加え、成熟度を

に、「 伝 統 の 和 菓 子 が、 技

せられたお言葉のひとつ

菓子はあまり食べない」と

ん こ は 好 き じ ゃ な い 」「 和

行っています。最初は「あ

子作りのワークショップを

ただき、園児とともに和菓

の和菓子屋さんにご協力い

宰府天満宮幼稚園で、地元

活動の一環として、今、太

ちに日本文化を伝えていく

り組んでおります子どもた

来事がありました。私が取

けではいけないと思った出

でも、そう思っているだ

拶といたします。

祈念しつつ、私よりのご挨

界中に広がっていくことを

菓子を通して平和の心が世

この国際都市広島から、お

いるような気が致します。

まさにこのことを表現して

すぶお菓子のちから」は、

「世界にとどけ！笑顔をむ

会のテーマとなっている

のであると思います。本大

覚というのは世界共通のも

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。

菓子業界最大の祭典、第

日より開幕した。初日には開会式を厳粛に挙行し、
万人を超え、各パビリオンは入場に数時間待

式は国歌斉唱した後、岡

から多くの皆様に足を運ん

子博２０１３）として開催

かった父の菓子博に対する

おことば

開催された菓子博が、１世

されますことは、まことに

お心を、微力ではございま

開会式

紀を超える歴史を刻み、本

子どものころから菓子博

嬉しく、喜びに堪えません。

回全国菓子大博覧会・広島

回全国菓子大

博覧会・広島（ひろしま菓

日ここに第

名誉総裁
（１９１１）年４

回帝国菓子

月、東京赤坂溜池の三会堂
において「第
飴大品評会」として初めて

にはたくさんの思い出がご

と思っております。

柄じゃねぇから、お前に名

じさまのお言葉にもあるよ

高松宮殿下が菓子博に寄

ざいます。名誉総裁を務め

誉総裁は譲ってやる」とお

うに、和菓子はもとより、

られていた父に連れられま

っしゃっておられました

加賀で育って75年

３」は旧広島市民球場跡地で「世界にとどけ！笑顔を結ぶお菓子のちから」をテ
ーマに、４月
開けた。５月９日時点で入場者数

本大会長の式辞に続き、竹

でいただき、広島の地に夢

（関連記事３、７、

日、リー

内会長より「広島は原爆と

いくことを期待しておりま

された。

いう悲劇に見舞われ、人々

した（別項参照）。

面）

と賑わいを運ぶ素晴らしい

す」と述べた。

の努力により見事に復興し

来賓よりの祝辞は農林水

博覧会となりますことを確

開会式は４月

24

が、昨年６月にご薨去され、

まんまろん

26
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19

ち、販売コーナーでは初日に完売するなど、大盛況になっている。

64

19

ました。平和への願いを込

開会式で式辞を述べる岡本大会長
／挨拶する竹内会長
（右下）

12

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）

本格的カステラ

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。

1

ブランディケーキ

チーズカステラ

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

26

26
44

第890号
（平成25年5月）
● http://www.zenkaren.net/

19
テープカットされる彬子女王殿下

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 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890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５月15日

二十四回の優勝は史上四位

も十三日目に決めた︒通算

が二十四度目の優勝︑これ

た︒横綱白鵬

秋楽を迎え

撲春場所が千

日大阪で大相

三月二十四

とエストニアの把瑠都︑小

洲︑関脇も日本人の豪栄道

の鶴竜とブルガリアの琴欧

後の二人はこれもモンゴル

琴奨菊︵福岡県︶の二人で

人は稀勢の里︵茨城県︶と

歳︑大関陣四人のうち日本

ンゴル出身でともに二十八

う一人の横綱日馬富士もモ

白鵬はモンゴル出身︑も

る﹂と言われたこの一言で

食べ放題につれて行ってや

に相撲で勝ったら︑焼き肉

学校の担任の先生に﹁先生

の御曹司に生まれたが︑小

などを経営する裕福な一族

た︒雅山は茨城県でホテル

楽で元大関雅山が引退し

丁度この大阪場所の千秋

いる︒テレビで父が働いて

るが﹁家族のためにやって

経験者として屈辱にも思え

六十八場所を務めた︒大関

した︒

し︑今場所再び十両に転落

場所で三勝十二敗と負け越

帰したが幕尻だった今年初

士﹂に︑一場所で幕内に復

二人目の﹁元大関の十両力

少ないのが原因であろう︒

本人が力士になる希望者が

外国人力士の増加は︑日

た︒この雅山こそ日本の国

続けたのは雅山だけだっ

場所で十五日間相撲をとり

経験者で十両に落ちた後の

う︒三十五歳になり︑大関

をさせてやりたかったとい

ある︒

タイで北の湖と並んだ︒又

始めた相撲だった︒明治大

がない︒一日本人として一

があるように思えてしかた

してこそ︑国技相撲の存在

いしきたりも近代風に改革

日本相撲協会の体質にも問

ろう︒

技相撲力士といえるのであ

三十七場所連続二桁勝利で
結になってはじめて二人と

元大関雅山の十両引退を顧みて

元大関として歴代最長の

あり歴代一位の北の湖とこ

題があるのではないか︒古

び︶の八日目の勝ち越しは

こでも並んだ︒中日︵なか

白鵬の史上初の九回目の全勝優勝

二十六度目で今まで最多だ
った横綱千代の富士を抜い
て一位になった︒九度目の
全勝優勝は双葉山と大鵬を

い双葉山と大鵬の両力士の

た︒白鵬が敬愛してやまな

二十三人︑外国人九人とな

になって三十二人中日本人

と 安 美 錦︵ 青 森 県 ︶︑ 前 頭

も日本人の栃煌山︵高知県︶

所後に昭和以降で最速タイ

で新入幕︑二〇〇〇年夏場

でデビュー︑九九年春場所

古屋場所で﹁幕下付け出し﹂

学を中退し︑一九九八年名

雅山はいう︒一歳の次男に

である︒自然と涙が出たと

さん﹂と答えたということ

の夢はと聞いたら﹁お相撲

もと︑昨年三歳の長男に君

そんなにない﹂との信念の

いる姿を見せられる仕事は

日本を愛し︑世界に冠たる

日本人はどうかより一層

間違いないと思う︒

文化の一つであることには

いが︑日本の相撲も日本の

するのは私だけかも知れな

人が増えて行くことを切望

日も早く︑番付表から日本

上に立つことは恐縮ですけ

の所要十二場所で大関に昇

日本文化の伝承を忘れないでほしい

ど光栄ですと言った如く大
って日本人の方が多くなっ

進し︑カド番の二〇〇一年

抜いて一位にこれもなっ

変な喜びであっただろう︒
ている︒

史上最多の優勝回数は大

いる︒大鵬・双葉山ともに

まだ白鵬より高くそびえて

なる六十九連勝の双葉山が

うか相撲場︵すもうば︶が

相撲の土俵のある道場とい

国技館という名称をもった

技であり︑東京両国には︑

そもそも相撲は日本の国

七年夏場所の大受以来史上

場所で十両に転落︒一九七

関から陥落︑二〇一〇年秋

秋場所をケガで休場し︑大

切しない︒勝っていい思い

んは負けたら相撲の話は一

ていてほしい﹂と︑又奥さ

は﹁自分の姿を鮮明に覚え

全菓連理事長・岡本楢雄

ようにしたいものである︒

日本文化の継承を忘れない

鵬の三十二回︑歴代一位と

日本人だ︒

年春の叙勲褒章

○校名︑所在地︑交通︑

通り︒

同要覧の掲載項目は次の

進学を教示してもらう︒



平成
︵業界関係受章者︑順不同︶

電話︑ＦＡＸ︑ホームペー

各校は同センター会員であ

同要覧に収載されている

指導の際︑加盟学校要覧を

していただくと共に︑進路

ーを全国の高等学校に掲示

を求めているため︑ポスタ

次世代を担う意欲ある若人

い合わせると良い︒

３２３２︱０２８２︶に問

教育センター︵電話０３︱

詳細については日本菓子

学費など︒

ついて︑学校見学について︑

取得について︑就職状況に

募集人員︑選考方法︑資格

▽黄綬褒章＝佐々木征人氏

また︑和洋菓子業界では

▽旭日中綬章＝江崎勝久氏

全国約五千四〇の高等学校

ジ︑学校の特色︑募集要項︑

加盟学校要覧・
掲示用ポスター
高等学校に配付

︵北海道菓子工業組合員︶

▽旭日小綬章＝田原正美氏
︵元全国菓子工業組合連合
会副理事長︶
▽旭日双光章＝後藤洋介氏
︵三重県菓子工業組合副理

り︑菓子づくりのために必

活用して頂き︑菓子学校の

日本菓子教育センター

︵理事長髙井和明氏︶では︑

要な理論や技術を学ぶため

事長︶

このほど同センターの加盟

に最も適した学校である︒

日本菓子教育センター

︵三重県菓子工業組合員︶

学校要覧と掲示用ポスター

▽旭日双光章＝葛西豊氏

▽旭日双光章＝木綱俊三氏

︵写真︶を新しく作成し︑

http://www.kashikyoiku
-center.jp/

︵愛媛県菓子工業組合副理
事長︶

に配付した︒

︵江崎グリコ社長︶

25

平成25年５月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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では、広島らしさを生かし

た展示・販売が随所で行わ
れた。

ンでは、全菓連青年部中・

別と全国団体別に分けて行

格、⑥衛生、⑦市場性が審

味、③香り、④表現、⑤品

ｍ、奥
われたことから、円滑な審

査された。

分の１。間口
四国ブロックが廣島クリー
査となった。また、今回は

の
行き９ｍ、鳥居の高さは１

初の試みとして、審査風景

各賞を受賞した代表者の

年前に

ムぜんざいを販売した。シ

ーガロイヤルホテル広島で

ンボルゾーンでは

面）。

挙行される。

・１ｍになる（写真
お菓子の工場ではもみじま

た。審査は評点式官能審査

先ずシンボル展示である
「嚴島神社」は菓子博史上
広島商品陳列所（現在の原

方法に基づき、①色、②風

日にリ

爆ドーム）で開催された第

褒章授与式は５月

んじゅうを手焼きと製造機

４回全国菓子飴大品評会の

をマスコミ関係者に公開し

最大規模の工芸菓子で実物
の両方が実演され、振舞わ

のお茶席ではご当地の武家

11

広島らしさを生かしたお菓子を展示・販売
ひろしま菓子博２０１３

れた。また、今大会の目玉

種類を販売。レモンパウン
茶人の流派、上田宗箇流の

煎餅なども展示された。森

ドケーキやレモン大福、レ
茶席も設けられた。

名がエプロンと帽

組合と全国菓子団体から選
ばれた

子を着用し、審査した。一

けが会場に送られたこと、

次審査を通過したお菓子だ

子審査会は博覧会場内）。

また、これまでのブロック

日にリーガロイヤルホテル

同審査会は各県菓子工業

広島で開催された（工芸菓

する全菓博審査会は４月

全国各地のお菓子を採点

全菓博審査会

全国各地のお菓子を採点

•••••••••••••••••••

られた。にぎわいの味ゾー

モンケーキなどが所々で売

て開発されたスイーツも

写真や賞状、また、頼山陽

れていたお菓子を展示

全国菓子飴大品評会の時代に販売さ

でもある広島レモンを使っ

92

10
12

15

学校・宮﨑すずな

▽宮島学園北海道製菓専門

木真理子

理専門学校・越野結衣、玉

▽札幌ベルエポック製菓調

辻岡ななせ

▽経専調理製菓専門学校・

校・本山あみ

▽光塩学園調理製菓専門学

（継承略、順不同）

の学校名、氏名は次の通り。

理事長賞を贈った。受賞者

学生に対して、同センター

卒業生の模範となる優秀な

は加盟校より推薦を受けた

美知、原島朱史

▽日本菓子専門学校・杉岡

小山花穂

▽東京栄養食糧専門学校・

田野由利子

▽東京製菓学校・松田真依、

八巻麻衣

理専門学校・平野紗也佳、

▽東京ベルエポック製菓調

門学校・露久保学

▽埼玉ベルエポック製菓専

・飯塚佐恵、岡本康子

▽東日本製菓技術専門学校

堀籠郁実、木下宏生

▽宮城調理製菓専門学校・

愛果、菅原佳奈

ッキングカレッジ・佐々木

▽国際製菓技術専門学校・

佐々木明日香、増冨恵

▽ 名 古 屋 製 菓 専 門 学 校・

加藤朱音、土井真里

▽浜松調理菓子専門学校・

井口暉胡

▽東海調理製菓専門学校・

岡校・中島優子

▽中央調理製菓専門学校静

児玉敬志、間山綾香

▽金沢製菓調理専門学校・

恵

門学校えぷろん・北澤嘉奈

▽にいがた製菓・調理師専

校・岩崎まみ、黒木美雪

▽松本調理師製菓師専門学

・新倉千瑛

▽国際フード製菓専門学校

浅岡里帆、川上沙智

▽専門学校二葉製菓学校・

山川紗季

▽武蔵野調理師専門学校・

▽日本調理製菓専門学校・

校・川野美紗

▽兵庫栄養調理製菓専門学

校・久後敬資、高山真帆

▽神戸国際調理製菓専門学

あやめ、岡田香奈

▽神戸製菓専門学校・竹中

・森田麻里、山内香織

▽大手前製菓学院専門学校

校・池田美佳、青木沙織

▽辻学園調理・製菓専門学

渋谷南、宮田七海

▽京都製菓技術専門学校・

学校・坂口里恵

▽ユマニテク調理製菓専門

田中芹奈

▽中部調理製菓専門学校・

橋爪綾子

▽伊勢調理製菓専門学校・

菓専門学校・松江あきほ

▽名古屋ユマニテク歯科製

一瀬早希、岩川沙代

沙弥子

訓練校・六反敬子、佐々木

▽千葉県菓子共同高等職業

デミー・折田智子

▽今村学園ライセンスアカ

専門学校・横田喜美枝

▽西九州大学佐賀調理製菓

・小西早百合

▽北九州調理製菓専門学校

・馬場園優作、中内美幸

▽平岡調理・製菓専門学校

藤春慶志郎、熊本瑞姫

▽中村調理製菓専門学校・

上田真美、越智志穂

▽愛媛調理製菓専門学校・

中野美郷

▽山口調理製菓専門学校・

裕姫、桂秀昭

▽広島製菓専門学校・加塩

・片岡彩花、中山裕子

▽西日本調理製菓専門学校

嘉戸英華、宇仁菅千尋

・西里ちひろ、平井晶子

▽兵庫県洋菓子技術専門校

・松原栄子、石田聡美

▽大阪府洋菓子技術専門校

宇野優紀、西澤誘祐

▽京都府菓子技術専門校・

中野竜一、二枚田和明

▽愛知県菓子技術専門校・

学園・城田絵美

▽職業訓練法人東京都菓子

曲美咲、西尾里奈

▽鹿児島城西高等学校・津

亮、蓬原加奈子

▽日章学園高等学校・谷畑

子、橋本楓

▽飯塚高等学校・岩田菜摘

弘津詩織

▽綾羽高等学校・辰巳優佳、

さやか

▽花咲徳栄高等学校・秋山

日本菓子教育センターで

日本菓子教育センター

模範学生に 理 事 長 賞

▽北日本ハイテクニカルク

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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清邦庵

地元に根づく店構えと菓子作り

御菓子処

姫の舞

い本陣︑脇本陣の両方の建

のある町で日本でも数少な

矢掛町です︒矢掛町は歴史

かな風景の広がる岡山県の

と名付けて店売りを始めま

際に店舗を構え屋号清邦庵

したが︑博幸氏が帰郷した

門で菓子づくりをしていま

ます︒先代の清志氏は卸専

をして今地元で頑張ってい

年経つ

気を出しています︒私もは

れを使って昔ながらの雰囲

いらっしゃるほどの盛況と

たり︑遠方からのお客様も

所の方々の憩いの場になっ

商品に﹁姫の舞﹂がありま

そして最近販売を始めた

清邦庵

物が現存することでも有名

した︒清邦庵は両親への恩

じめ︑店を構えて

御菓子処

です︒本陣というのは︑江

返し︑そしてなにかかたち︑

強し︑福山市︑大阪で修業

戸時代の参勤交代で大名や

名を後世に残したいという

清邦庵

岡山県小田郡矢掛町矢掛2625
電 話 … 0866
（83）
3636
FAX … 0866
（83）
3637
営業時間 … 9：00〜19：00
（日・祝日 … 9：00〜18：00）
定休日 … 火曜日

る渡辺氏が生徒にいつも言

っている言葉が﹁和菓子は

目で楽しむもの︒おいしさ

を求められるのは当たり

前︒いかにお客様が品に手

をのばしてくれるかが大

事︒﹂ だ そ う で す︒ 生 徒 に

厳しく指導することで︑自

分の仕事にも厳しさをもと

めているのだと思います︒

最後に渡辺氏はこれから

も生菓子をメインとし︑節

気の和菓子を大事にしてい

き地元に根づく店構え︑菓

子作りをしていきたいと話

思いから両親の名前の一文
と渡辺氏にいわれたとき驚
のことです︒

す︒昔矢掛町の本陣に篤姫

の黒米の米粉を使ったもう

今回は矢掛町の情緒ある

してくれました︒

秋には大名行列が行われ

した︒皆様方にもぜひ訪れ

景観︑渡辺氏の男気あふれ

ても評判がよく早くも人気

中・四国ブロック長・高

ていただきたいと思います︒

る人柄にふれられた一日で
らませたそうで︑ふわふわ

倉敷芸術科学大学製菓衛

商品となっているそうです︒

一つの商品﹁とのの宴﹂と

のスポンジ生地の上に甘く

ともに売り出したところと

て︑餡は塩味のあるあっさ

煮たリンゴを練り込んだ生

様がお泊りになられたとい

りとした味に仕上げていま

う史実からイメージをふく

らです︒そのこだわりで昨

す︒また期間限定のいちご

店の人気商品は塩豆大福

年店の隣にカフェをつくら

で丹波の黒豆を丁寧に煮

聞かせていただきました︒

れたそうです︒こちらもす

きました︒もっと古くから

店造りにはこだわりがあ

創業している感じがしたか

街にあるお店が御菓子処清

り︑取り壊す古民家から柱

クリーム餡をのせてある洋

字をもらって命名したそう

邦庵です︒お話を伺ったの

大福も人気で月に１万個も

です︒とても感動的な話を

は店主渡辺博幸氏です︒渡
ごく落ち着いた雰囲気で近

橋宏暢

や瓦をゆずってもらい︑そ

た︒ そ の 一 環 で︑﹁ お 菓 子

くるように努めると報告し

訪問者︵アクセス︶が沢山

し︑全菓連はこのページへ

介するホームページを作成

助事業で組合員の商品を紹

▼前回︑厚生労働省の補

ネットは︑買い物に出かけ

い見方などさまざまある︒

と見るだけで気にも止めな

する見方もあれば︑ちょっ

目的の品物を見付けて購入

強い関心を持って検索し︑

物だ︒ネットの見られ方は︑

れるので︑過大な期待は禁

トはうつろいやすいと言わ

期待が持てた︒だが︑ネッ

確かな手ごたえがあると

よう育てて頂きたい︒

が大きなマーケットになる

今回作成したネットワーク

へ連絡して下さい︒そして︑

要︒情報提供は︑当該組合

て追加更新することが必

の写真等ＰＲ情報︶によっ

からの情報提供︵商品や店

がある︒このため︑組合員

し︑検索され易くする必要

トワーク内の情報を多く

成したホームページのネッ

いと思う︒そこで︑今回作

つ実績を上げていく以外な

る﹂↓調べてみると﹁主力

か︒﹁ 客 単 価 が 減 少 し て い

だ︒では︑どうしたら良い

い﹂のがどうも原因のよう

ン客化に取り組んでいな

その原因は﹁固定客やファ

﹁固定客が減っている﹂↓

では︑どうしたら良いか︒

客商品がない﹂のでないか︒

ない﹂↓原因を考えると﹁集

中身は﹁新規客が増えてい

数が減少している﹂↓その

がなぜか︒考えてみると﹁客

﹁売り上げが減少している﹂

し た ら 良 い か︒﹁ 新 店 オ ー

低い﹂ようだ︒では︑どう

て見るに﹁工場の生産性が

﹁利益がでない﹂↓考え

では︑どうしたら良いか︒

きていない﹂のでないか︒

﹁売り場づくりの基本がで

でないか︒﹁提案力がない﹂

が訴求しきれていない﹂の

っているようだ︒↓﹁主力

ないつまらない現場﹂にな

か︒﹁ 売 り 場 が ワ ク ワ ク し

か︒では︑どうしたら良い

作れていない﹂のではない

切とされ︑女性の労働力を

る︒そして︑第三の矢が大

は回復基調になりつつあ

着実に進められ︑実体経済

実績を上げた︒財政政策も

りつつある︒金融政策では

策で景気の回復が現実にな

起する成長戦略﹂の経済政

財 政 政 策 ﹂﹁ 民 間 投 資 を 喚

胆 な 金 融 政 策 ﹂﹁ 機 動 的 な

済政策︶での三本の矢﹁大

迷 は﹁ ア ベ ノ ミ ク ス ﹂︵ 経

▼長い間続いた経済の低

を伸ばして利益を上げ︑賃

った経営改善を進め︑売上

手引書を参考に︑自分に合

なると思う︒だから今回の

る限り︑経済は着実に良く

適正な政策が進められてい

になる︒経済原則に沿った

ゆえ聞かなくても良いこと

ないが︑それは単なる批判

ければ極端な結論かも知れ

代案があるはず︒代案がな

なく︑根拠のある効率良い

有するなら︑単なる批判で

いると思う︒経済原則を共

何 で も 情 報 館 ﹂︵ 全 菓 連 運

る行動が無い分︑うつろい

です︒

営︶にリンクの窓口を設け

やすいのかも知れないが︑

響も大きい︒

日に公開

で︑随分増えた︒ひろしま

常は２千〜３千だったの

〜５千で推移している︒通

千を超えた︒その後︑４千

は４千を超え︑次の日は５

した︒この日のアクセス数

残される現実があるので︑

だが︑実行しなければ取り

も︑伸びないこともある︒

ネット販売に取り組んで

り残される︒費用を掛けて

いやすいからやめたでは取

ている現実もある︒うつろ

一方で︑ネット販売が増え

ことも特徴で︑たとえば︑

ています︒内容が具体的な

で︑お役に立つものと考え

を営む方に向けた内容なの

本書は︑菓子の製造小売り

へ届き︑反響を頂いている︒

営改善の手引き﹂が組合員

小菓子製造業者のための経

▼また今回作成した﹁中

﹁ギフトが弱い﹂︑﹁需要が

で弱い﹂のでないか︒また︑

成力に魅力がない︑総合力

因を考えて見ると﹁商品構

いと感じている﹂↓その原

﹁ 商 品 力・ 商 品 構 成 が 弱

どうしたら良いか︒

％以下﹂のようだ︒では︑

実績を上げて頂ければ幸い

自店に合う取入れ方をして

た内容になっているので︑

真摯に答えを出すべく努め

うした具体的項目に対し︑

が︑どうしたら良いか︒こ

継者の育成﹂をしたいのだ

が︑どうしたら良いか︒﹁後

プンを成功させたい﹂のだ

ないことは︑良く知られて

る︒単なる批判が生産的で

していくことが大切であ

が良くなる方向に皆で協力

人の方が多いと思う︒経済

人もいる︒だが︑期待する

スコミの中には︑批判する

︵政策は今後も出るが︶マ

活かす政策が提起された︒

めて頂ければと思う︒

で︑期待を持って事業を進

がまた成長につながるの

には︑資金が集まる︒それ

ことになる︒成長する経済

力すれば︑経済は成長する

な循環を図ることに皆が協

金にも還元し︑経済の円滑
商品が弱い︑売上構成比

菓子博も増えた理由の一つ

費用を余りかけず︑少しず

全菓連理事・千田仁司

と考えられるが︑リンクし

にも設置し４月

た︒この窓口を他のページ

全菓連だより



生師別科で講師も務めてい

辺氏は大阪の専門学校で勉

その歴史かおる町の商店

また地元で採れる古代米

す︒

風な味に仕上がった菓子で

御菓子処

今回訪れたのは︑自然豊

公家︑幕府の役人の宿所に

売れるそうです︒

使われた屋敷のことです︒

店舗データ

多くの観光客が集まります︒

20

た新しいホームページの影
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新潟発、
ここだけの

地場産お菓子開発 を目指して！

は死活問題となっています。
め、地産地消・地域振興に

へのＰＲ等を積極的に進
す。

転換を訴えているところで

生産県でした。ところが近

ました。

学共同の研究会を立ち上げ

大学教育学部からなる産官

業普及指導センター、新潟

強会で取り上げて守りの菓

員と組合役員の参加する勉

え、組合応援団たる賛助会

いても全県的な課題と捕ら

新潟県菓子工業組合にお

みたいと考えています。

の進展等に前向きに取り組

産官学の共同、６次産業化

が問われる昨今、今後とも

組合離れ、組合存在意義

時、健康志向・喫煙制限等が

新潟西地区農商工連携協

取り組んでいます。

行政においても早急な対
応を迫られ、ＪＡ新潟みら

新潟県には日本海に面し

重なって葉たばこ生産は減

議会では、地元菓子店に呼

い西営農センター、新潟農

た３３０㎞余の砂丘を持つ

少の一途を辿りつつあり、

― 産農官学の連携で差別化菓子を開発 ―

海岸線があります。これを

葉たばこ耕作農家にとって

理事・当野昇治

新潟県菓子工業組合専務

生かした葉たばこの砂丘地

地元のりんごを活用した商品開発

松本市名物菓子育成への道のり

•••••••••••••••••••

子屋から攻めの菓子屋への

栽培をしてきた全国有数の
びかけ、砂丘地栽培に適し
た「さつまいも〈べにはる
か〉」に焦点を当てながら、
〝新潟にしかないお菓子作

産品研究会が立ち上がり、

所主導による売れる観光土

議を行う中、松本商工会議

法等についても並行して協

ケージの企画開発、販売方

売にこぎつけました。

れの特徴ある商品の企画販

市内４店が参加し、それぞ

品造りの依頼があり、松本

元のりんごを活用しての商

松本市及び松本市商工会議

ＥＡＭへの参加者が、それ

物菓子開発プロジェクトＴ

商談会が催され、私ども組

Ｒ、高速ＳＡ、等の施設の

パー、地元百貨店、及びＪ

本年３月には、大手スー

ざいます。

同努力を続けている所でご

ていく事を目指し組合員一

土産品としての地位を築い

すが近い将来松本市の観光

写真はその一例でござい

所等の要望と後押しの中、

ぞれ試作品等を持ち寄り、

合員も参加しながら今後へ

松本菓子組合組合長・横

ます。一歩一歩ではありま

名付けて『新潟砂丘さつ

松本の名物菓子の開発に着

意見交換を行っています。

の発展に向かい試行してい

１年間勉強会に参加して参

まいも《いもジェンヌ》』。

手しました。どなたにも親

特に観光客向けのお菓子

りました。

当初、新しい菓子作りには

しまれ、松本地域のイメー

は、その地域をイメージさ

調達している。タルトに使

さまざまな材料を地元から

商品作りをモットーにして

「 父 の 時 代 か ら、 丁 寧 な

主の母も店頭に立つ。

を担当。忙しいときには店

らに増やしていきたいで

の商品のラインナップをさ

かして、この地域ならでは

富。この恵まれた環境を活

まれた北杜市は食材が豊

した。

と思ってエントリーを検討

ないとうことはありえない

た。福島県がこの枠に、出

の方も応援してくれるとい

をもらった。広島の県人会

れるという。市からも応援

クター八重たんを出してく

下。県はマスコットキャラ

るところはダメらしく却

県だったのだが入場料をと

「八重の桜」の舞台が福島

のにダンボールを作成した。

ばならない。効率よく送る

最初にまとめて送らなけれ

生。見込みも立たないのに

Ｗ中動かないとう問題も発

配送の幹事会社日通はＧ

格も５００円均一にした。

った。そのアドバイスで価

て貰いたいと思う。

げないでがんばる福島を見

らこそ八重の桜のようにめ

望むのも無理な話だ。だか

訳でもないのに復興支援を

い。日本全体、景気が良い

分たちの地域での実感はな

ラマの恩恵も会津中心で自

松本の名

新潟西地区の７店の菓子店

ジに合致したもの、そして

まざまな食材として重宝さ

うイチゴは市内産。草餅に

きました。健康志向が強ま

山隆行

牧
･原

は、日本滝百選に選定され

同時期、県農政課より地

交差点を横手地区方面に入

ている精進ヶ滝付近で採取

毎月定期的に

が協力して差別化菓子製造

テーマとなる材料の安定供

るところであります。

ーマとしました。

に取り組み、一方、地域農

せる事が必須条件でありそ

年松本菓子組合は

業後継者の〈わけしょの会〉

給の確保との見地からりん

のためのネーミング、パッ

平成

の栽培研究、新潟大学生に

ごを使ったお菓子を統一テ

り〟に取り組んでいます。

よる試食会の開催や消費者

メートル先にある

らとした柔らかさを長時間

冷めても美味しく、ふっく

プリンや団子がヒット商品に
号は、

梨
山梨県北杜市武川地区の

れている。国道

り、約

号

をした。全商品とも不検出

全店舗の商品の放射能検査

の取材を頂いた。言葉に言

ホームテレビさんにも応援

多大な応援を頂いた。広島

理事長、佐藤事務局長には

最後に福島菓子工の水口

和洋菓子店「秋月」でも、

だった。疑問の点が出来れ

い表せないほど感謝してい

放射能の問題があるので

突然の参加で提出書類を

ば広島に連絡。広島菓子博

る。

社。

としてエントリー。東北・

始めわからない事ばかりだ

の場をお借りして福島県の

うで二本松菓子組合青年部

北海道で最後の申し込みだ

ったが幹事県、岩手のまと

ことがＰＲ出来ればと思

う。出店の店舗も集めた。
山梨県菓子工業組合組合
員・柏木則仁

ったのでＧＷしか空きが無

め役をやっている小沢さん

す」と夢を膨らませている。 を考えている組織もないよ

られるような工夫もしてい

•••••••••••••••••••

がんばろう 福島 ！

には随分お世話になった。

る中、砂糖を控えめにする

には、新鮮で美味しい素材

もってこいの環境ですよ」

い。繁忙時期の販売員の手

してきたヨモギを使う。「水

同店２代目店主が考案し

がたくさんあります。特色

と店主は話す。

配は大きい問題。妻に相談

このコメを使ったスイーツ

たのが「よんぱちぷりん」。

あるスイーツを作るには、

類が人気だ。

号を砂糖や牛
乳と一緒に煮込んで、コメ

炊いた農林

の粒々とした食感が楽しめ

子さんが出てくれる事にな

福島県にも、二本松市に

放射能不検出は

当たり前である

が風評を払いた

い。

日、第２回

年部部長・和田雅孝

～

行事予定

５月

興支援も今は無

ール

ア、県庁行政棟２Ｆ県民ホ

いばらきスイートフェ

くなって大河ド

震災直後の復

福島県二本松菓子組合青

う。お菓子の材料はほぼ県

った。４名体制。それにマネ

も、ＮＨＫにも支援を依頼

外のものだから

いろいろアドバイスをもら
この新聞が出る頃には肩

昨年の夏に福島の郡山市

キンさんを入れて５名。

に出店
同店は店主の父が昭和

の荷も降りていると思うが

であった会合に出席。その

感 謝
ブース

年に創業。開店当初は和菓

広島菓子博のお菓子めぐり

とき広島菓子博のめぐり館

菓子博 震災復興支援
るのが特徴で、多いときは

子専門店だったが、東京で

館の催事ブースに出店す

に設けられた、震災復興支

した。ＮＨＫは大河ドラマ

割いてくれるという。あと
一日１００～１５０個売れ

洋菓子の修業をしていた店

る。今、その手続きに追わ

援感謝の催事ブースのこと

１名。他店のお菓子屋の息
るヒット商品となった。「よ

主が家業を手伝い始めた平

れている。バカだな～と、

を初めて知った。福島県は

福島が元気になるようにと

んばち焼き団子」には、農

成７年から洋菓子も手掛け
歳とな

思う。いつもやれそうも無

思う。

号の米粉を１００％使
用。「きめ細かく、とろける

るようになった。

いのに無理してがんばる。

林

ような食感」となっている。

った父は今でも現役。和菓

八重たん

したら店から販売員３名を

など、時代のニーズに応え

県内では他にエントリー

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
キープできることから、さ
ま す 」 と 店 主。 自
同店は、コメにとどまらず、 り、店主の妻が接客や配達
｢ 然に恵 エ ン ト リ ー し て い な か っ

和洋菓子に特産品を活用

24

野
長
や空気がきれいな北杜市内

20

子を父、洋菓子を店主が作

26

41

島

福

48

「地産地消」をコンセプ

71

24

「新商品開発勉強会」
で農業普
及指導センター職員が説明
よんぱちぷりん

50

トの一つにしているという

茨城

48

11

潟
新
山
特産米である農林
48
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北前船がもたらした伝統食

酒万寿」
河口にある湊ということ

三国名物
「

当店のある三国町は日本
で、航行時の障害となる船

お菓子の提供がありました。

う異文化交流の地でした。

せ、様々な人と物が行き交

酒万寿屋も、今では半数以

最盛期には相当数あった

を配る習慣は続いています。

ち、香ばしい焼印が特徴の

れの店が秘伝の酒種を持

下になっています。それぞ

ざまな場面で登場する、伝

みの店で誂え、人生のさま

三国酒万寿。地元の人も好

四万十スイーツフェスタ２０１３

統食となっています。

福井県菓子工業組合青年
部会会長・今出公教

ェディングケーキ製作実演

イベント当日は午前午後

舗が集まり四万十スイーツ

とも用意した客席に座りき

や、ピアノ演奏など盛りだ

「今日しか味わえない特

くさんで来場者には大変好

別な空間、ゆったりとした

フェスタ実行委員会を作っ

ツフェスタ２０１３」を開

て昨年に引き続きイベント

催しました。支部の和洋菓

れない程、来場者があり、

評でした。

２月３日に高知県菓子工

くつろぎの場」をコンセプ

今日しか味わえない特別な空間

業組合四万十支部（支部長、
店

盛会のうちに無事終了する

子店の若手、２代目ら

ことが出来ました。

仁

実行委員会委員長・右城一

四万十ツイーツフェスタ

十支部支部長・上原平

高知県菓子工業組合四万

トに和菓子部門は季節感を

日㈯柊野小学校お
やじの会と京都府菓子工業

の「鈴、桜、菊」を作りま

員合わせて８名で上生菓子

博氏、上田悟史氏のほか部

組合青年部歴代部長会とで

浦田理事の会社でお菓子

ども達に石川のお菓子を贈

中学校を訪問しました。子

山田町の織笠保育園や山田

「過去を乗り越えて良かっ

生徒代表高橋はるかさんは

として招待され、宮古商高

谷忠之菓業青年会長が来賓

時にも。同校卒業式には那

幸則氏、中川浩氏、上田孝

組合青年部歴代部長の後藤

愛い～」などの歓声が出て、

が出てきたとき「綺麗～可

桜の花びらを指で押し広

した。

の箱詰め作業をし、出来立

呈するとともに一緒に春の

たと思わせてくれる人たち

くれました。訪問したスタ

が率先して笑顔で手伝って

のお菓子配布には生徒たち

菓子作り交流。全校生徒へ

古商業高校でも生徒達と和

川のお菓子で笑顔になって

皆さんの心に寄り添い、石

忘れることなくこれからも

が、被災地のことを決して

声に「震災から２年がたつ

事は、東北の皆さんからの

復興支援リーダー浦田理

枚の花びらを

る行程や、菊の

きりを捻って作

紅白の紐をねり

れました。鈴の

皆さん上手く作

げ白い生地から桃色の生地

ての美味しさを味わってい

和菓子作りを楽しみ、街並

に感謝したい。生きた笑顔

ッフらは、石川のお菓子一

ほしい」と復興支援活動へ

和菓子教室

名、講師として工業

ただこうとスタッフは夜の

みを一望する高台にある校

つひとつを手にとりそのお

せて

東北道を北上、まず岩手県

舎は笑顔と笑い声に包まれ

が大切だと実感」と感謝を

菓子の由来や美味しさを方

の決意を新たにしています。

述べました。

言を交えながら楽しく解

企画委員会・深沢大

石川県菓子工業組合事業
を「習得」する楽しいひと

説、互いに岩手弁と石川弁

続いて訪れた宮古市の宮

ました。

参加者は児童と父兄合わ

和菓子教室を開催しました。

月

柊野小学校おやじの会と児童

親子で和菓子教室

•••••••••••••••••••

よる和菓子作り体験、又ウ

サブイベントも小学生に

した。

い商品を提供させて頂きま

子部門は普段店で売ってな

生かした商品を提供、洋菓

上原平）が「四万十スイー

を開催。

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

北前船が寄港地にもたらし
たものは、数多くあります
が、三国名物「酒万寿」も

米麹と餅米を使い甘酒を

その一つです。

熟成させて作る製法は、北

底の貝や海藻などを、真水

海を望む九頭竜川の河口に

で駆除できるので、たくさ

位置します。古くは三津七
湊の一つに数えられ、江戸
前船の船乗りたちより伝え

ここ三国では「酒饅頭」

られました。

んの船が停泊しました。
当時は、北前船を所有す

時代には、日本を回航する

る廻船問屋が羽振りをきか
を「酒万寿」と表記します。
大だな（大旦那）と呼ばれ
る豪商たちに、酒万寿を「万
の寿ぐ」と、おめでたい縁
起の良いものと重宝がられ
婚礼や祭り、建前などの祝
い事に使われました。
特に婚礼では、花嫁を一
目見ようと集まった人達
に、家の二階から蒔いて振
舞 う、「 万 寿 蒔 き 」 が 盛 大

13

四万十スイーツフェスタ

北前船の主要な寄港地とし
て栄えた湊町です。

お菓子の力で東北に笑顔を

日、３月

中田龍一 前理事長の遺志を継いで
年２月

16

都

京
2

に行われたようです。
現在では、万寿蒔きは少
なくなりましたが、ご近所
や親戚知人に紅白の酒万寿

知

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

平成
１日の両日、石川県菓子工
業組合は９回目となる東北
訪問をし、被災地に多くの
お菓子を届け、和菓子作り
などで子ども達と笑顔の交
流をしました。
これまで毎回多くのきん
つばを東北の被災地に提供
された中田龍一前理事長の
遺志を継ぐべく、組合の東
北復興支援リーダー浦田東
一理事が呼びかけ、金沢菓
友会や石川菓業青年会をは
じめとする多くの組合員か

担当・北川善英

組合青年部広報

京都府菓工業

ました。

がら楽しく作り

えあい協力しな

が、親子同士教

戦模様でした

は中々難しく苦

ヘラで切る行程

16

28

ら計４２００個の出来立て

お菓子の配布を手伝う岩手
県立宮古商業高校生徒たち

25

90

酒万寿

高

井
福
川
石

平成25年５月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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彬子女王殿下をご案内する竹内会長

第890号

原爆ドーム
（左）とメインゲート
（右）

橘花榮光章展示コーナー
かしなりくんとスイーツ姫

工芸菓子 1

夢のお菓子ランド

全国菓子めぐり館

工芸菓子 4

工芸菓子 3

工芸菓子 2

洋菓子講習
︻基礎編︼

オペラ

スリーズ

エ
ーブンで焼成
ｂ．卵黄に残りのグラニュ

ンを加え温める︒

︻製品の特徴︼
今回は︑オペラの応用製

モン果汁︑グ

・ピュレ︑レ

ワーチェリー

ａ．レッドサ

冷ましたｃを加え最後にキ

スタチオペーストを泡立て

ｄ︑ミキサーでバター︑ピ

鍋に戻し煮上げる︒

ｃ．ｂにａを加えまぜ︑手

ームを混ぜる︒

ました︒

リーをピュレにして使用し

冷凍のレッド・サワーチェ

活かしています︒今回は︑

リーの独特の酸味と風味を

れないレッド・サワーチェ

この製品は︑普段余り使わ

ピスターシュ
する︒

ラニュー糖を

ルシュを合わせる︒

品として考えた製品です︒

加熱する︒

②Ｂを仕込む︒ ー糖︑プードル・ア・クレ

ｂ．少量のグ

氏

ジヴァラ・ラクテ︵ヴァロ

平岡 強

ーナ︶⁝⁝⁝⁝⁝１２０ｇ

日本菓子専門 学 校 教 育 局 部 長

︻配合︼

ペクチンを混

ラニュー糖と

ａ．全材料を混ぜ合わせ溶

⑥Ｆを仕込む︒

ａ．全材料を混ぜ合わせる︒

⑤Ｅを仕込む︒

重ねています︒

ーチのムスリーヌを交互に

ィチュールに使い︑ピスタ

のあるガナッシュとコンフ

個分

ぜ合わせたも

かす︒

㎝×２・５㎝

⁝⁝⁝⁝１２０ｇ

のを加え混ぜ

︻仕上工程︼

ｃ．適当な硬さに煮詰まっ

②ＥをＡに塗り︑その内２

スライスする︒

①Ａを半分に切り８㎜厚に

断面が綺麗な層になって

塗りしています︒

バージュをたっぷりと刷毛

マルニエを合わせたアンビ

には︑キリシュとチェリー

ジョコンド・ピスターチ

サワーチェリーは︑酸味

レッドサワーチェリー・ピ

ながら煮詰め

％︶

ュレ⁝⁝⁝⁝⁝⁝１２０ｇ

る︒

たら熱を抜く︒

枚にＢを薄く塗る︒

おり色合いも綺麗な上に甘

トレモリン⁝⁝⁝⁝⁝

③Ｃを仕込む︒

③Ｂを塗ったＡに泡立てた

レモン果汁⁝⁝⁝⁝⁝６ｇ

ｇ

⁝⁝⁝⁝１５０ｇ

ａ．クリーム︑レッドサワ

Ｃを塗り︑もう一枚のＡを

粉糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝２６０ｇ

キルシュ⁝⁝⁝⁝⁝⁝
ｇ

ーチェリー・ピュレ︑トレ

全卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝４６０ｇ

チェリーマルニエ⁝⁝

モリン︑レモン果汁を手鍋

ｇ

ュ

Ｆ．グラサージュショコラ

チェリーマルニエ⁝⁝

牛乳⁝⁝⁝⁝⁝⁝２００ｇ

パータ・グラッセ・ブリュ

ｇ

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝１２０ｇ

ｇ

卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝３個
グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

Ｂ．コンフィチュール
リーズ
ヴァニラビーンズ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

プードル・ア・クレーム

⁝⁝⁝⁝１／３本

レッドサワーチェリー・ピ
ュレ⁝⁝⁝⁝⁝⁝２００ｇ

ｇ

レモン果汁⁝⁝⁝⁝⁝５ｇ
グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

ｇ

ｇ

ンヌ⁝⁝⁝⁝⁝⁝２００ｇ

え混ぜ合わせる︒

ｂ．チョコレートにａを加

で沸騰させる︒

⑤上面にＦを流し固める︒

重ね冷やし固める︒

④もう一度③を行い４枚を

のせて︑Ｄを塗る︒

ナッシュがバランス良く組

ッド・サワーチェリーのガ

チ︑爽やかな酸味のあるレ

みと濃くのあるピスター

サラダ油⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ジヴァラ・ラクテ⁝⁝

ｃ．粗熱が抜けたらチェリ

︻仕上材料︼

する︒

を線書きしてチェリーをの

上にピスターチのクリーム

上面は︑グラサージュの

み合わされています︒
⑥

⑦Ｄを細く絞りチェリーを

せて仕上げてみました︒

㎝×２・５㎝にカット
ーマルニエを加えハンドブ
レンダーで乳化させ冷ます︒

のせ︑ナパージュ・ルビー

チェリー

④Ｄを仕込む︒

を絞り仕上げる︒

ナパージュ・ルビー

ａ．手鍋に牛乳︑半量のグ

バター⁝⁝⁝⁝⁝３００ｇ

︻仕込工程︼

ラニュー糖︑ヴァニラビー

ピスタチオペースト︵タバ
ｇ

①Ａを仕込み︑６取り鉄板

⁝⁝⁝⁝⁝⁝３ｇ
タ︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

２枚に流し︑１８０℃のオ

11

ｇ

ペクチン︵イエローリボン︶

Ｃ．ガナッシュ・スリーズ
キルシュ⁝⁝⁝⁝⁝⁝
Ｅ．アンビバージュ
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ドユーザー〟という言葉を

営 の 話 に な っ て も︑
〝エン

ぞ れ 〟︒ 三 寒 四 温︑ 油 断 大

続いたあとに︑突然の〝み

く︑ポカポカ春らしい日が

桜の開花がいつもより早

を︑どう読み込むかに多く

エンドユーザーの購入動向

数値からデータ分析︑さて︑

ミュニケーションではなく

大量に蓄積しています︒コ

エンドユーザーのデータが

とが少ない業態では︑この

ミュニケーションをとるこ

たよし︑黒文字でさした時

好物です︒薄紅色の姿もま

は︑私が毎年待ちわびる大

夏にかけての﹁初かつお﹂

る︑昨今の菓子づくり︒初

ーワードの１つとなってい

■初かつお上がる

す︒

明しているのかもしれませ

できるのは︑そのことを証

本日中﹂の菓子店に行列が

時 に あ っ て も︑﹁ 日 持 ち︑

げ〟を提供したくなる帰省

つ い 日 持 ち の す る〝 み や

菓子に可能性を感じます︒

って︑お客さんはその店の

もたない朝生がベースとな

と 云 っ て も〝 生 〟︒ 名 前 を

菓子づくりの基本は︑何

お﹂の文字を探します︒

の貼り紙に︑つい﹁初かつ

く新鮮で︑この季節︑店頭

の 感 触 も︑
〝初もの〟らし

きこそ︑自信をもって売ら

増えてきました︒そんなと

範囲も広がって︑選択肢が

暮らし方も変わり︑行動

もっと増えるといいですね︒

ります︒そのくらいの店が︑

紹介をしてくれることがあ

なら︑これを﹂とあらたな

り 切 れ で あ っ て も︑﹁ そ れ

嬉しい来店︒その菓子が売

また来てしまった﹂という

﹁ つ い 美 味 し く て︑ 夕 方

■基本はリピート

かにわかりやすい︒

ん︒データ分析よりもはる

に生まれる何かに︑期待し

好調のようです︒祭のあと

菓子博覧会盛会︑連休も

欲しいもの︒

て発表できる機会を持って

人が︑新しい菓子をつくっ

いるかもしれません︒若い

が︑好みの高齢化が進んで

向上も素晴らしいのです

■もっと若い力を

れている商品がひかります︒

■エンドユーザー
日々︑店頭でお客様と対
話 し︑﹁ 季 の 話 ﹂ と お 菓 子
を通じて四季の移り変わり
を感じるお菓子屋さん︒経

城戸翔寉︵きどしょうかく︶

たい気持ちです︒

菓子づくりの進化も質の

使うことはあまりないと思

のエネルギーを使っていま

その 217
５月

さ て︑〝 も っ ち り 〟 が キ

いますが︑量販店やコンビ

敵が続く卯月でした︒

ニなど︑直接お客様とのコ
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第890号

代表取締役社長）を講師に迎え、

全菓連では全国組合幹部研修会で水原康晴氏（株
式会社清月堂本店
「銀座の街と清月堂」をテーマに講演を行いました。
聞き手は本紙でもおなじみの尾関勇氏（株式会社ア

会議所の中でもたいへん伝
説に残っておりまして、い
まも若手の中ではリーダー
的な存在として、皆さんを
引っ張っていただいており

学生のときにいわれまし
称ではございますけれど

本店さんというのが正式名

ます。さてまず銀座清月堂

て、商社に入って海外で仕

ンゼン・パックス代表取締役）にお願いしました。

銀座創世記

その①

康が実際に江戸に入部した

お城を作ってあり、徳川家

に江戸氏という方が小さい

いうのがもともと鎌倉時代

水原‥はい、まず江戸城と

水原‥駿河台とかあの辺は

もしれないですね。

すね。ご存知の方は多いか

尾関‥神田は山だったんで

切り崩して行ったそうです。

で呼んでいたので、もとも

災ぐらいまでそういう町名

れがまあ、実際に関東大震

残したということです。こ

前をそのまま町名につけて

水原‥そうですね。当時は

たんですか。

尾関‥戦後のがれきで埋め

埋めて…

が、戦後のがれきをですね、

替所っていわれて、銀座の

いきました。金座の方が両

を鋳造するところが移って

ていうのは日本橋の方に金

水原‥そうですね。金座っ

…

てきたというのが、ちょう

集まってきて、人も賑わっ

れて、いわゆる大名の方が

尾関‥そういう運河に囲ま

す。

町名で呼ばれていたそうで

加賀町とか出雲町っていう

どこの頃ですか。

方が新両替町と町名で呼ば

水原‥そうですね。大分先

こういう運河の街っていう

れていたらしいんです。

になりますけれどもこの三

か、こういう状態が明治時

尾関‥両替所と新両替町。

と銀座っていう町名がつい

代ぐらいまでで、あとはど

日本橋の方が格的には高か

ていたのが１丁目から４丁

んどん埋め立てられてはい

今も高くなっていますけれ

目まででした。

くんですけれでも、運河に

ど、神田の山を切り崩して

水原‥この古地図の下のほ

際に、非常に貧相な城だっ

う全部海になっているの

たということと、城下町が

て、今のうちのあたり昔の

十間堀のあたりっていうの

年ぐらいかけ

町名でいうと木挽町（銀座）

も、いわゆるお堀というの

だいたい

戸城をもう一回作り直すと

ったと…

が淀んだ汚い川じゃなく

全くないということで、江

いうこと、城下町をつくる

水 原 ‥ 当 然 そ う で す ね。

水原‥はい。そして三十間

ね。

尾関‥江戸時代の初期です

服とかそういうのを作る職

水原‥はい、武士の刀とか

尾関‥職人さん？

に職人の街でした。

敷のあとは町人とあと意外

尾関‥そうですか。

すね。

ンスがずっとあるみたいで

しい街というそうしたスタ

日本橋があって、銀座は新

末とか明治の始めもやはり

れども、やっぱり本当に幕

んかの本に書いてあります

わいがあったと、大叔父な

す。それでまあ、すごく賑

なそんな感じだったそうで

なれば子供たちが泳ぐよう

りとあったそうです。夏に

んかも大群であがってきた

れいな川で、本当にボラな

て、本当に水が流れてるき

も、今の４代目として、ま

囲まれた街っていうか、都

後々また出てくるんですけ

作っていたということは、

堀川（さんじゅっかんぼり

人、そういう３つの街だっ

水原‥で、結局その新両替

ね。大正とかです。結局銀

ずは銀座という、日本であ

市というかそういう状況だ

銀座は海だったということ

がわ）というのがちょうど

たみたいです。もちろん、

町という町名がついたんで

座という町が注目を浴びた

事したいということで住友

は、まだちょっと埋め立て

ったみたいですね。大名屋

いうのが今の日比谷のあた

ですね。

この地図の真ん中辺です

江戸時代の中心地は日本橋

すけれども俗称として銀

のはこの大正、明治になっ

商事さんで７年ぐらい世話

の途中みたいな感じだと思

りが岬になっていて。

水原‥そうですね、その埋

が、今でも碑が残っていま

でしたが。銀座の名の由来

座、銀座町という呼ばれ方

尾関‥皆様こんにちは、今

のあたりまで埋めたてられ

うんです。

尾関‥岬というのは海が。

めたても豊臣秀吉譜代の大

すね。

というのは、静岡の駿河の

もしていたんですけれど

てからですね。

回は東京ですが、やはり銀
ということころから銀座も

たというふうに聞いていま

水原‥そうですね。増上寺

名にみんなに手伝わせた

水原‥そうですね、これも

国から銀貨の鋳造所が、こ

尾関‥はい、文明開化です

る意味、一番有名・著名な

す。

から高輪のほうにかけて古

と。その金を使わせて力を

やっぱり、江戸城築城の木

の今で言う銀座２丁目あた

も、正式には明治２年から

ね。

になったんですけれども、
始まってます。あとでちょ

い漁村があったようなそん

削いでいったということら

材を運んだりとか土砂を運

銀座１丁目から４丁目と呼

座の歴史というのが実はお

っと古い地図がでてくるん

なのでしょうか。

な状況だったというふうに

しいんです。で、結局今の

んだりとかするのに使われ

年に移ってきて

び５丁目以降は尾張町とか

街が拠点ですよね。

尾関‥今でも日本の地価ナ

聞いてます。とにかくそう

銀座５丁目から８丁目のほ

…

水原‥まあ、そうですね。

の時に清月堂に入りまし

ンバーワンは中央通りの鳩

いう東京湾の浅瀬がずっと

うの今、飲食店街の方を、

たと。昭和

尾関‥静岡から移ってきた

実は会社に入ってから兄が

た。そして今から６年ほど

居堂さん前ですね。

広がっていたような状況だ

の三十間堀川は全部埋め立

体調をくずしまして、急き

前父からバトンタッチを受

水原‥そうですね。よくそ

く聞いていました。そこで

ったので江戸城の築城は、

大名の名前をとって尾張町

てられてしまったんです

菓子とも非常に深く関わっ

けて社長にさせていただい

れがニュースで出ますね。

まず、銀座というのが創成

年ぐらいかけて

とか出雲町とか加賀町とい

ており、そんな銀座の街の

尾関‥

思いが強くございまして、

ております。いろいろ父や

尾関‥ユニクロさんも世界

期からどういう歴史をたど

だいたい

うふうに担当した大名の名

年くらいかかって

ですけれども、その当時と

先輩である水原社長にお願

銀座５丁目の親戚（洋食屋）

一の店舗を銀座に作られて

って今の日本一の商業地区

今の形にできあがったそう

全国に何とか銀座とかある

いしたところご快諾をいた

の大叔父の話などで勉強し

いますよね。

になったかというのを水原

で、埋め立ては神田の山を

ょ父からお前も一緒に手伝

だきました。

ましたので、すこしでもお

水原‥はい。小松ストアー

社長の方からお話をいただ

明治
歳です。

年創業、私は昭和

年生まれで今年

のでそういう意味では有名

水原社長‥皆さんこんにち

役に立てればと思います。

さんのところに。

けますでしょうか。

がってほとんど焼け野原に

倉門の内門から火の手が上

多かった。明治５年に和田

でも江戸という町は火事が

水原‥そうですね、それま

紙と木の家ではなくてレン

不燃都市構想というので、

水原‥それと火事を受けて

ね。

た、今の中央通りなんです

尾関‥そのときに決められ

すということになりました。

メートルの大きな道路を通

じゃないかと思います。

東京の景観にしたきっかけ

銀座の町を一番今みたいな

水原‥そうですね、それが

…

ですね。今だに残っていて

うか、計画は良かったわけ

尾関‥その時の先見性とい

うことです。

実際にそれが行われたとい

はなったのですけれども、

になってますが。

んとか、今アップルストア

ンとか、洋服のサエグサさ

ばでいうと、今木村屋のパ

どんどん入って来た。例え

んとか新しい商店主たちが

ば洋食屋さんとか洋服屋さ

うと目鼻の利く人が、例え

入らなくて、どっちかとい

あったような方はあんまり

は中央通りに前から商店が

も悪いし、そういう意味で

すね。じめじめして風通し

住みたくなかったらしいで

か街づくりがうまくいって

りに、移行しているという

と次のことを考えた計画通

もそのあとにまた、ちゃん

なっているんですよね。で

ぞれ３回、全部焼け野原に

から第二次世界大戦でそれ

の大火と関東大震災、それ

ていうのが結局、明治５年

水原‥そうですね、銀座っ

ような感じがしますが…

尾関‥はい。今も似ている

す。

て来たという歴史だそうで

ゃない新しいところが入っ

は日本で初めてですかね。

灯点灯とありますが、これ

歳

は、清月堂の水原と申しま

どうぞよろしくお願い致し

尾関‥小松ストアーさんは

なってしまったと。で、ち

ガの長屋をつくるというこ

尾関‥そのレンガ街という

尾関‥日本初のアップルス

いるというのが、すごく特

ってほしいとうことで

す。ただいまご紹介いただ

ます。

小さい頃から名前を私も良

ょうどその翌年が、横浜か

とを政府に申請して、その

のが、防災のためのレンガ

徴的だなと思ってます。

間と言っ

外でも異文化を感じる場所

水原‥そうですね。それ以

というのは町づくりにポイ

はなく銀座に集中してきた

尾関‥それが日本橋とかで

にできたということですね。

の会社がどんどんこの近辺

事日報とかそういうところ

今もありますけれども、時

発信の、読売とか朝日とか

みたいなもの、情報文化の

また、今でいうＩＴ産業

きな施設だったそうです。

って、そこもたいへんな大

のあたりがそういう風にな

さんとかのある聖路加病院

前の明治元年に現在の塩瀬

地っていうのが、これより

としては築地の外国人居留

ういう人たちがカフェに通

歌舞伎の市川左団次とかそ

また、永井荷風とかあとは

メージがあると思います。

のは渦巻いていたと言うイ

明治のはじめの頃っていう

素、新しい要素がこの街を

水原‥それで、いろんな要

ているわけですね。

尾関‥それが起爆剤になっ

いうことだと思います。

のがどんどん入って来たと

ットされてそこに新しいも

座は大火によって街がリセ

たので、そういう意味で銀

のは町ができあがってまし

ね。やはり日本橋っていう

水原‥そうだと思います

ですよね。

水原‥先端だったと思うん

っ張ってきたと…

カフェ文化とかどんどん引

ファッションを、いろいろ

尾関‥東京というか日本の

イとか言葉がでてきました。

ダンガールとかモダンボー

水原‥もっと先になるとモ

と、モガとか…

ありがとうございます。あ

尾関‥そうですか。はい、

すね。

す。パウリスタさんとかで

が起きたといわれていま

って、一種のカフェブーム

次号に続く。

ントがあるわけなんですか。

17

身も知ってみたいなという

きましたように、私どもは

尾関‥商社マンの時に、敏

ら汐留新橋間に鉄道が整備

道路巾が最初は

街、そこにいろいろ新しい

トアが。サエグサさん。

尾関‥この明治７年にガス

りに慶長

もともと私は清月堂の次男

腕で鳴らしたとう話は青年

され、要するに横浜がとに

ていたのですが、とにかく

水原‥そうですね。ちょっ

間に

かく西洋文化がどんどん入

ニューヨークやロンドンに

商店の方が入って来たと…

とそういう今までの商店じ

間ですから幅

って来てる街でしたから、

水原‥そうですね、まあ、

京橋まで

そこからその風が新橋に直

負けないような東京の都市

レンガの家にはみんな実は

文明開化でハイ
カラな街銀座へ

接来るということで、当時

をここに作るという計画を

27

年ぐらいにこ

でありまして、一子相伝で、

変遷と花柳界のことを私自

50

おまえは自分の道をいけと

50

巾がやや狭くなって

ゲスト：株式会社清月堂本店 代表取締役社長 水原 康晴 氏
聞き手：株式会社アンゼン・パックス 代表取締役 尾関 勇 氏

中央通りという、新橋から

銀 座の街 と 清月堂

ぶち立てて、その後道路の

25

15

24

29

の東京府長が当時の政府に

13

40

申請して、今でいう銀座の

寛永 9 年（1632 年）の銀座地図

15

47
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伝達をしようとする相手を

いい」とするだろう。では、

菓子は、こういうところが

ったら「うちの店のこのお

商品の伝達をしようと思

できていること

③お客様との関係性を構築

を買うなら、あそこじゃな

つ 顧 客 の こ と だ。「 お 菓 子

い。高いロイヤリティを持

購買金額が高いからではな

ロイヤルカスタマーは、

性が構築できているかだ。

すい関係、土壌を作る関係

ら、商品の価値が伝わりや

らおいしい」となる。だか

レブンはそれに対応する商

わってきている。セブンイ

世の中の構造が大きく変

などをしている。

ロのポイントをもらえる」

ッドソンに行ったら「何キ

たり、青森のハーレーダビ

ばチームを組んで大会をし

る生活を売っている。例え

ハーレーダビッドソンがあ

まう。何を売っているか。

数量×単価だけでいくと売

ってきているから、単純に

味はおいしい。構造が変わ

ビニより弁当は小さいが、

うカバーしていくか考える。

ムページとなどを使ってど

は何人、足りなければホー

か。休眠客は何人、新規客

間何回来てもらって何人

何人、不定期のお客様は年

を考える。常連のお客様は

に、必要なお客様は何人か

必要な利益を確保するため

おかしくなる。自分の店に

言う。合わせると店の中が

ならないか等ぐちゃぐちゃ

酸っぱいだの、少し大きく

わがままだろう。甘いだの

店が大変になる。お客様は

く。お客様の数は多いほど

数は何人必要かを考えてい

を獲得するため、お客様の

売上高はあると思う。それ

て目標となる、最低必要な

のか。皆さん方の店にとっ

どう付加価値を乗せていく

にどう持っていくか。その

けて売れる。こういう世界

から、店員が付加価値を付

商品説明をしてもらう。だ

だろう。百貨店では店員に

イトの人に説明を受けない

商品を知っているから、バ

エンス・ストアで買う時は、

ールストークだ。コンビニ

必ず説明がいる。それがセ

なければいけない。説得は

お客様にその商品を説得し

ったらそれでいい。ただ、

ていこう」というお菓子だ

「とりあえず行ったら買っ

しなくていい。名が通って

と買ってくれるなら、販売

とだ。その商品を見てぱっ

える。販売とはそういうこ

された時、商品の魅力を伝

てくれない。お客様が来店

伝えないとお客様はわかっ

のには、商品の持つ魅力を

かをやり続けると変わる。

から、今までしていない何

チャレンジをしている。だ

いるところは新しいことに

上は上がらない。上がって

か新しいことをしないと売

できるものからでいい。何

だけでも十分効果がある。

「ちょっと寄ってみようか」

でも重要だ。何かあった時

る」と認識してもらうだけ

そこの店は何かやってい

ことがある。一般の人に「あ

よっては３回くらい出せる

いくかだ。月２回、場合に

は、季節感をいかに出して

また、すぐにできること

客様に聞くことで出てくる。

簡単にできる。ヒントはお

利益などを組み合わせると

特徴、メリット、お客様の

で、その商品の持っている

ためのセーリングポイント

口コミや紹介をするなど企

考えると、新規様より常連

いと」と思っている人。繰

また、付加価値を上げる

その④

客のほうが伝えやすい。新

り返し、その店の提供する

上は下がる一方だ。そこに

え「販売戦略セミナー」をテーマに講演を行いま

した。

先月号より続く。

様だ。このロイヤルカスタ
マーをどう作っていくか。
そのためには相手をよく知

ハーレーダビッドソンと

ることだ。

いうアメリカのバイクがあ
る。凄いところはお客様が
お客様を連れて来る。営業

コーナーは平成２年からや

ローソンでしているチルド

知る機会が少なくなるので

らわないと、顧客の名前を

質問

とだろう。

面に入り込むことはいいこ

お菓子が色々な食生活の場

くなる。そういう部分で、

ど、アナログしないとバラ

高まる。デジタルが進むほ

させるだけでも、満足度は

知ること。名前と顔を一致

だ。最大の目的はお客様を

ろうとするからダメなの

小池

こちらからＤＭを送

には合わないのではないか。

姿勢を、相手に伝えること

様として認めてくれている

えた時、自分のことをお客

の仕方だが、シンプルに考

い。それで来てもらう販促

店側の一方的な理由が多

たらスタンプ何個です」と

小池

カードは「何回行っ

思う。新しい戦略はないか。

流行り過ぎて、頭打ちだと

か。

っている。どこまでいくの

が、チラシの代わりにもな

経費はかなりかかると思う

の商店はガタガタになる。

倍」などをされると、地元

カードで「今日は２倍、５

質問

う。

手をすることも１つだと思

しないほうがいい。お菓子

もいいと思うが、メインに

人がお客様の一部に入って

ころばかり行く。そういう

ーゲンハンターでは安いと

しまい、長続きしない。バ

売りは、自分の首を絞めて

通の床屋さんと同じだ。安

トだけする。時間効率は普

してもらい、できないカッ

繁盛店の共通項

質問

り、急激に伸びた。今では

ンスが崩れる。デジタルに

活動をしなくても売れてし

菓子に力を入れて、お菓子

年商３００億を超えている
は。

は飽き飽きしているところ

てしていく。コンビニが宅

る。これはデータに基づい

う持つかに力を入れてく

トアはお客様との接点をど

小池

ない。和菓子やせんべいも

毎日チルドデザートは食べ

子は食べられない。ただ、

まう。仕事が終わって女の

ら８～９時には閉まってし

る。普通のお菓子屋だった

るから遅くなっても買え

うがいい。

れる。余り重く考えないほ

さい」と聞けば、言ってく

ので、お名前を教えてくだ

なサービスに力を入れたい

は顧客名簿を作って、色々

分 け が わ か ら な い。「 う ち

いよ」となる。あり過ぎて

たくさん持ち過ぎると「い

りでいい。追いかけて売ろ

んか」と、そういう軽いの

名前を教えていただけませ

ケ ー ス は あ る と 思 う。「 お

てくれるが名前は知らない

ないほうがいい。いつも来

余りテクニカルなことにし

こういうところから入る。

をかけるだけでも嬉しい。

た時に「久しぶりね」と声

がある。お客様が来店され

らい、氾濫している。逆の

カードは行き過ぎているく

程度、話す時間はとれる。

ない。来店された時、ある

時間的に集中する業種では

る。お菓子屋の特徴から、

然 違 っ て く る。「 お 客 様 」

れを徹底させるだけでも全

ぶ。単純なやり方だが、こ

教えていただき、名前で呼

が大事だ。従って、名前を

自分でできることは自分で

ー、リンス、髭剃りなど、

価は変わらない。シャンプ

時間を短くしただけで、単

りしているわけではない。

０円だ。ＱＢハウスは安売

は

でカットする。普通の床屋

ハウスがある。

分

た店はない。散髪屋でＱＢ

小池

分くらいかかる。なの

る、それでいい。

何町何丁目で世界一にな

に任せておけばいい。何区

ない。安いお菓子は量販店

店が安売りしたら生き残れ

べる人も見たことがない。

泣きながら、怒りながら食

たりとした感じで食べる。

ない。立ち食いせず、ゆっ

を食べる時は忙しなく食べ

それは考え過ぎだろ

スーパーにポイント

屋にとっては脅威です。今

小池

配機能を持つことは脅威

食べたいこともある。特に

質問

今の時代はカードが

うと思うとややこしくなる。

コンビニがかなりお

後コンビニはどう展開して
と思う。そのくらいチルド

う。色々なカードがあり、

ポイントカードをも

いくか、お客様の購入する
デザートの分野は成長し

だ。本当は規模の小さいと

日本人は年齢とともに食べ

っており、ポイントカード

質問

安売りをして繁盛し

ころがするほうがいい。ど

るものが変わる。若い時は

やダイレクトメールを捨て

様と呼んだほうが効果はあ

分３、６００円だと

15
分間当たりの単価は６０

で、

10

コンビニエンス・ス

こまで融通をきかせられる

肉で、だんだん魚や野菜に

ることがあるので、今の人

分、

かという幅だろう。ここに

なる。高齢化社会になれば

それを伝えていくこと。個

それがお菓子で、夢がある。

食い込む余地はある。また、

逆に和菓子を食べる人が多

60

60
10

と呼びかけるよりは、○○

コンビニエンス・ストアは

最近は断捨離が流行

お菓子に力を入れている。

時間開いてい

た。１つは

小池 浩二 氏（マイスター・コンサルタンツ㈱代表取締役）

形態はどう変わっていくと

販売戦略セミナー

思いますか。

質疑応答から

業収益の貢献度が高いお客

商品を作った時、いつも買

品を出している。他のコン

神奈川県菓子工業組合では小池浩二氏（マイス

ってくれる常連客の方が
商品・サービスを利用し、

ター・コンサルタンツ㈱代表取締役）を講師に迎

「あの店の作る商品だった

••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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る。例えば、ある洋菓子店

その中で１つの流れがあ

衰をたくさん知っている。

れていたこと

お菓子屋が忘

われた。私は、

がいい」と言

ほうが、都合

きてもらった

茶でも買って

に行って、お

で、コンビニ

かかる。なの

ら待ち時間が

炊いているか

げて、ご飯を

がある。

けを追うとそこに落とし穴

は大事なことだが、それだ

売りながらギフトを売るの

もできる。経営の中で生を

は粗利が高いし、計画生産

戦略に入っていく。ギフト

いので、焼き菓子でギフト

かり売っていると利益は悪

えられるのが、生ケーキば

を得なくなる。もう１つ考

れなくなり、人を使わざる

らいになると、１人では作

万くらいになる。４千万く

年商規模で２千万から３千

ていく。売り上げは上がり、

んお客様が付いて、繁盛し

れる臨場感により、どんど

売られ、狭いがゆえに生ま

作って、奥さんが命がけで

歳くらい。旦那がケーキを

が高いしっかりとした三角

客単価。底辺が長く、天井

ていくと店は弱る。高さは

底辺の長さは客数で、減っ

の長さが店のスケールだ。

三角形には底辺があり、こ

大きな三角形だと考える。

見て、安定した店作りとは、

私は１万軒くらいの店を

ちょっと持っていこう」と

物のお菓子が「おいしいね、

引っ張り、自分で食べる小

一番売りたいギフト。生で

に差し上げるもの。そして、

それからプレゼントで気軽

自分で買って食べるもの。

のようなデイリーで日常、

る。先ずは生ケーキや朝生

は３つのパターンに分かれ

お菓子屋の傾向、店作り

数の構築だ。

なければならないのは、客

い三角形だ。これから考え

これは危ない。安定感のな

て客単価だけが高くなる。

い。つまり、客数が少なく

底辺が小さく天井だけが高

ギフト戦略だけに陥ると、

形が素晴らしい店作りだ。

にある傾向だ。

てきてしまう。今の菓子屋

である生とデイリーが落ち

増やすと、肝心の集客部材

視するあまり日々の客数を

は、余りにもギフトを重要

つけなければいけないこと

ギフトになる。ここで気を

事な方に持っていこう」と

する。凄く喜ばれると「大

なると、プレゼントに昇格

のクロスオーバー的菓子製造について」をテーマに

いる。北海道から沖縄まで

ンを作り、全国で販売して

私は南蛮窯というオーブ

して、今の市場を創られた。

ズに合ったことをたくさん

い。コンビニは時代のニー

自問自答しなければならな

講演を行いました。

年間、菓子店を回り、南

いうものが売れているかを

国の情報や今お客様にどう

蛮会という会を開いて、全

と、だんだん離れたところ

何が欲しいかという気持ち

のほうが、お客様の動向や

逆に菓子を作られている方

が並べてある姿を見ると

えない空気感がある。果物

わくする雑多感、何とも言

客様に抱き付いたり、わく

ルシェ（市場）で売る。お

分で作った野菜や果物をマ

農業大国フランスは、自

も売れる商品になった。よ

銘菓を作られ、単品で何億

お土産を売っている店が

店の中で出来たらと考えた。

る。こういうことが、もし

パッケージとして入ってい

ての３点売り。この流れが

ある。試食、実演、出来立

思う。ここに売りの原点が

けていた集客のポイントで

このあたりが我々の忘れか

「これはうまいわ」となる。

は同じ味かもしれないが

にとっては違う。食べた時

と油を出すのでは、買う人

と、そこで焼いてだらだら

鶏をぼんと置いておくの

ゃんではないけれど、ただ、

った。要するに鶏のお兄ち

がかなり関係していると思

が付いているイメージだ。

パ地下で材料にレストラン

理人に作ってもらえる。デ

買ってもいいし、そこで料

イートインもある。食材を

イタリアの材料が並んで、

ワイン、パスタとあらゆる

肉、ケーキ、パン、チーズ、

食材に特化している。魚や

ルの中にあり、イタリアの

イータリーという店は、ビ

る食のショップを探した。

タンで、一番人を集めてい

ニューヨークのマンハッ

くらい売れている。普通は

菓子

表的な店がある。フランス

の福岡に洋菓子店では、代

店を研究しているが、九州

私は継続して売れている

時代観なんだろう。イタリ

たて感を求めている。今の

人たちはできたて感、作り

こんなにもニューヨークの

だ。３日間とも満員だった。

一番人を集めていたから

る場所がなかったり、材料

ルが大きくなった。休憩す

店が発展するに従いスケー

区も

ころであり、パワーの見せ

これが専門店の一番いいと

く、まさにそれそのものだ。

作っている臨場感ではな

を売るやり方と似ている。

ルシェの五感に訴えてもの

はあらゆるものがある。マ

る。とにかく、食に関して

ったセミナーも開かれてい

具、本、イタリア食材を使

茶だったが、小さくし、パ

経過も伝えている。上は喫

える場所でも焼き、焼ける

どんどん焼いているが、見

えている。２階が焼き場で、

ロンパイの時期です」と訴

産 者 の 写 真 も あ る。「 今 マ

マロンパイの写真や栗の生

います」という言葉から始

ンで「マロンパイを焼いて

と分かる。オープンキッチ

今マロンパイを売っている

時期で、店の外からでも、

弁当屋チェーン店をして

話している。その時にいつ

人、

があるのではないか。

人が

も「あなたの脅威は何です
か」と聞く。

生・デイリー・プレゼント・ギフト
年間、お菓子屋を見て

、

きて「昔は繁盛していたけ

が店を作るとする。旦那が

店を出される。年は

いる方に、弁当屋を出され

に最高のリサーチをして、

れど、今はダメだね」、「あ

どこかで修行され、小さな

で天ぷらを揚

るときの、立地条件を聞い

良い立地条件に建てるでし

んな小さかった店が、大き

フランスのマルシェ

北海道の方も沖縄の方も東

たら「コンビニの隣で」と

ょう。おまけにコンビニが

くなったね」など、栄枯盛

その①

京の方も皆「コンビニです」

言われた。コンビニはたく

あると駐車場を借りること

全菓連では全国組合幹部研修会で、内山素行氏（㈱

といわれる。確かにその気

さん弁当を出しているの

ができる。うちは弁当を作

七洋製作所社長）を講師に迎え「集客商品と和と洋

持ちはよくわかるが、逆に

に、どうしてかと聞いた。

客数×客単価の三角形

「もしコンビニが存在しな

すると「コンビニを開く時

を言われたと思った。

ければ、あなたのお店は繁

っているけれども、目の前

盛し続けたでしょうか」と、

「お菓子屋さんにこのよう

く売れているから類似商品

はないか。ギフト、プレゼ

肉も魚もダーっと並べて料

洋菓子店の寿命は５～８年

の置き場が無いなどで、

区だ。オープンして
年、１店舗で６億５千万

まり、店先で焼いているの

で、中に入った瞬間に香る。

ーズが主力商品だが、職人

る。また、

どころではないか。

イを作る場所になってい
ｍ離れた場所に新しい店を

区はダックワ
作られた。店はお屋敷町に

中心に使われていたが、ラ

私どもが開発した機械

区に入れた。それ

次号に続く。

が焼けるようになった。

う概念から、かなりのもの

ハード系のものを焼くとい

オーブンのクッキーなどの

まで持っていける。ラック

ジやシートも、焼ける状態

り考えられなかったスポン

グーッと伸びた。今まで余

く。そうしてマロンパイが

う１回吹くともう１回浮

もう１回浮く。とどめにも

もう一度ミストを掛けると

と浮く。途中で浮き出して、

とミストでかけるとキュッ

ンパイは、高圧蒸気をパッ

と、勉強させられた。マロ

でこんな使い方があるのか

号機を

区の場合はクッキー

果がある。主力はクッキー

で、スチームラックが

では好評を得ている。高圧

だ。

区

蒸気をオーブン内に入れ、

がいいと思うかもしれない

なシズル感や臨場感がある

がたくさん出た。ある時、

ント、デイリーでギフト戦

理して食べる。パンも大き

と言われているのにずっと
区
坪で中

年前、

の方は自分専用のはさみで

ックオーブンの稼働率が悪

が、ものが全然違うという。

と素敵だろう」と思う。き

そこの専務や工場長、部長、

略が特化していくと、生産

い窯でどんどん焼き、パス

伸びている。

11
年前は一般的に

あるが、

蒸すと焼くを同時にでき

に店を作られた。先見の明

ちっと箱に入れてあるので

課長、係長の５名選出され、

性の常で作る場所と売る場

タもどんどん作って食べ

は店が９坪、厨房

人入ってい

こういう一途さも専門店に

があったのだろう。

はなく、崩した形にして、

類似品のお菓子を並べ、そ

所が別々になる。そこから

る。接客も温かい。座って

切っている。量産するなら、

かった。そこで私たちがス

ア食材を扱うコーナーの他

採れたて感、出来立て感が

の中に自分の商品を入れ

運んでくるのがいいに決ま

いたら「どこから来たんだ。

グラインダーで削ったほう

チームラックを研究し、１

にもグッズ、イタリアの器

あると楽しいのではない

て、当てるというクイズを

っている。しかし、そのや

区は住宅地

都市型で街の中に店を作っ

る。ラックオーブンは省ス

はこれが正解かというと、

か。マルシェでは鶏を焼い

した。４品のうちの１品だ。

り方では余りよくないこと

に男たちが

た。しかし、

ペースで、量を焼くには効

ニューヨークの飲食の中で

て売っていた。油が落ちて、

私は全員当たると思った

た。ここからオーラが出て

うのは、視覚や匂い、聴覚

凄い匂い。その鶏も切って

が、工場長だけだった。そ

これはイタリアの何とかで

いた。オープンキッチンや

月はマロンパイの

試食をさせており、ついつ

もあるため、売れなくなっ

うまいから。いい旅しろよ」

９～

い並んで買ってしまう。お

の時に感じたことは、人間

と言ってくれる。なぜ、私

できたて感、焼きたて感

い し い。「 だ っ て、 あ の お

てきている。鶏のお兄ちゃ

16

16

は大事だ。

れることも大切だ。

32

い」や「これはいい」と思

31

んのようなイメージを持た

試食、実演、出来立て

内山 素行 氏（㈱七洋製作所社長）

は味覚に対し、案外曖昧な

16

80

16

16

集客商品 と 和 と 洋 の
クロスオーバー的菓子製造について

ところがある。また「うま

フランス菓子16区

10

兄ちゃんがここで焼いてい

16

30

12

20

16

30

16

30
るから、うまいよなあ」と

16

30
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シンボル展示

工芸菓子﹁嚴島神社﹂

葛

笹野 浩之
氏
ｇ

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２７０ｇ

葛粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

東京製菓学校 和菓子課

桜
グラニュー糖⁝⁝１２０ｇ
ｇ

ｇ

︻中餡︼

トレハロース⁝⁝⁝⁝

小豆並餡⁝⁝⁝⁝７００ｇ

水飴⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

感があり︑冷やして食べる

水飴⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

夏の代表する和菓子に

と︑とても美味しい和菓子

ですが︑白餡ベースで梅や
桜の青葉

︻その他︼

ｇに切る

︻製法︼

半透明になるまで返す

葛生地を

柚子︑抹茶などで違った味

①葛粉を水で溶かす

⑤取り分けておいた

％を取り分

を表現できバリエーション

②グラニュー糖︑トレハロ

に並べる

④葛生地の

も広がります︒製法におい

ース︑水飴を加え︑弱火に

葛生地を加えて硬さの調節

⑨透明になるまで蒸す︵約

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。

80

電

話 ０３−３４００−８９０１

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

５分︶

⑩表面に水をかけ冷ます

⑪桜の青葉を巻き仕上げる
︻作業上のポイント︼

・葛生地を火にかけ練る時

に必要以上にヘラ数を入れ

ないようにします︒腰が出

過ぎて口溶けが悪くなりま
す︒

・包餡中に葛生地は湯煎に

かけておきましよう︒生地

が冷めて硬くなると包みに
くくなります︒

・蒸しあがった葛桜は必ず

水をかけて冷まします︒そ

のままにしておくと表面が
乾いてしまいます︒

・上白糖の一部をトレハロ

ースに置き換えると︑保水

ｇに分割した餡を︑
手水を使い包餡する

性や老化抑制効果が上白糖

り︑

⑧ビニールを敷いたセイロ

のみよりも期待できます︒



％の

⑦小豆並餡に水飴を加え練

ては﹁本返し法﹂と﹁半返

をする︒

30

％を火にかけ

し法﹂があります︒今回は
て溶かす

⑥木杓子と竹ヘラを使い︑

20

け︑残りの

半返し法を紹介したいと思

③目の細かいフルイで裏ご

葛桜

しをする

20

います︒

20

︻生地配合︼

ｇ

です︒今回の中餡は小豆餡

﹁葛桜﹂があります︒清涼

︵半返し法︶

50
30 30
35
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