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広島市土砂災害被災者に黙

者による東日本大震災及び

を講師に迎え﹁炭鉱から観

株式会社代表取締役会長︶

して斎藤一彦氏︵常磐興産

えいただける事を心より願

感じ︑皆様から全国にお伝

岩手県菓子工業組合では︑

出しようと思います︒また︑

は︑青年部皆さんの知恵の

事業をどう考えていくか

た︒商店街からほど近い柏

る浜風復興商店街を訪問し

の現状の視察︑久之浜にあ

では︑バス車内から被災地

翌日のエクスカーション

光︑そして復興へ﹂をテー

っています︒今回︑広島県

いつまでも被災地ではな

餅で有名な菓匠梅月では︑

小沢東北・北海道ブロッ

で起こりました土砂崩れ災

い︑何か起そうと︑広島の

できたての柏餅がふるまわ

マに講演会が開催された

害に対する義援金の寄付を

災害に対し広島県県人会を

れた︒小名浜魚市場で昼食

ク長より﹁青年部は活性化

祷を捧げた︒

同封の需要拡大キャンペーンポスターを店頭に貼ってください︒リーフレットはお客様はじめ︑皆様に差し上げて下さい︒

福島県の復興状況の視察
第５回全菓連青年部交流会を開催

募らせていただきました︒

通じ︑義援金を届けました﹂

いわき市清水市長より挨拶

の戦いだったと思います︒

福島県も被災後に菓子博を

と挨拶があった︒ほか全菓

︵以後掲載︶︒懇親会では︑

震災後︑当福島県菓子工業

含め︑たくさんのご支援を

を考えないといけないと思

感じることができ︑感謝の

組合青年部は︑風評被害に

頂きましたので︑少しでも

います︒組織の新陳代謝や

気持ちでいっぱいです︒福

負けないくらい全国に福島

名の青年部員が参加した︒被災地の復興の一助となればと催された同会は︑被災
地の現状を視察し︑久之浜の浜風復興商店街も訪問した︒

を開催させていただき︑全

会に続き︑福島県で交流会

城県で開催された全国交流

とうございます︒前回の宮

県にお越しいただきありが

子業界のみならず︑福島県

発の事故で︑この３年間菓

連日の全国報道でも福島原

犠牲者が出ました︒また︑

本大震災で︑甚大な被害と

す︒ぜひとも福島の元気を

もてなしを準備していま

来ればと思い︑精一杯のお

に少しでも伝えることが出

た︒本日はその元気を皆様

と歓迎の挨拶のあと︑参加

旧・復興を願っています﹂

島県の皆様の一日も早い復

画をさせて頂きました︒広

力になればと思い︑この企

本会議終了後︑第２部と

幹事長︶より挨拶があった︒

長︵東北・北海道ブロック

大窪理事長︑同齊藤副理事

連青年部中島部長︑全菓連

ガイドによる復興状況の説

が ふ る ま わ れ た︒︵ 当 日 の

に立ち寄り︑お茶とお菓子

後︑薄皮饅頭で有名な柏屋

小粒対策が課題 北海道小豆

清里︑伊達農協を視察

抵抗性もあり︑十勝では増

まうので︑早上がりするが︑

日早い︒短期間で育ってし

過している︒収穫適期に作

在のところ︑少雨傾向で経

が︑平年作とみている︒現

小豆の収穫はこれからだ

えて来ている︒清里町も１

悪いわけではない︒適当な

いたが︑今は１週間から

平年並みの状況であった︒

のうち３割が北ロマ

ロより量は採れる︒病気の

清里２カ所と小清水︑斜里

４０

が︑播種終わりまで︑概ね

のデータを見ると︑茎長︵莢

ンで︑少しずつ増えている︒

され︑気温が上がればよい︒

時に雨が降り︑水分が補給

ラ︑色味︑カビなどの心配

業が出来そうなので乾燥ム

・８㎝で平年
㎝高く葉数や着莱数

北ロマンは大きいが俵型な

の草丈︶は

％で︑１％下がると

は入れてないが︑水分を計

葉を落とした︒まだ︑機械

収穫は一番早く蒔いた畑が

ってきている︒以前の十勝

十勝は北ロマンに切り替わ

てきて︑道東へ来た︒逆に

んだん適地が北の方にずれ

ていたのが始まりだが︑だ

い︒サホロは十勝で作られ

るのも関係するかもしれな

ころない︒温暖になってい

い︒小粒対策は︑いまのと

進むが︑干ばつだと実は細

トヨミ大納言は３割程度

待が持てる︒

降雨が少なければ品質に期

平年並みとなり︑収穫期の

に経過した︒昼夜の寒暖も

にそろい︑初期生育も良好

順調に進んだ︒発芽も順調

好天に恵まれ︑播種作業が

では︑５月〜７月にかけて

周辺︶における作況の説明

域︵伊達・洞爺湖・羊蹄山

伊達農協の胆振・後志地

産業振興機構により︑バタ

るため︑独立行政法人農畜

乳の安定的な供給を確保す

を踏まえ︑バター・脱脂粉

近の状況及び今後の見通し

農水省では生乳生産の最

にかけて行う︒

粒は昨年並みに小粒で︑

の温度に道東が近づいてい

収穫︵刈取り︶が進み︑脱

札が実施され︑平成

より

はしなくてよい︒脱穀豆集

ったものの︑本年も小粒の

雨が全然降らなければ当然

荷は

傾向になり︑今後の課題と

ので︑篩にかけると落ちや

悪い︒水分との絡みで︑温

全菓連では︑斡旋してい

も増えている︒遅速は生育

すい︒色は淡い︒

る北海道産小豆の産地を視

が６日早く進んでいる︒量

なった︒

はいまのところ︑平年より

月中旬

清里町の作況状況は︑小

月上旬から

豆は播種してから︑しばら

毎年比べると種子から小さ

る︒また︑豆にとって積算

月末までに順次輸入し国内

度だけではない︒

里岳麓の清里農協と道南の

くなっている︒天気も温暖

温度が高いといい部分もあ

穀待ちの状態︒色味はそろ

需要者に供給される︒

％以下になるので︑葉が
落ちて天気が続けば畑に入
れる︒

になっている︒

スケジュールは

月に入

の追加輸入を実施する︒

ー３千㌧︑脱脂粉乳１万㌧

の追加輸入を実施

バター及び脱脂粉乳

になり︑干ばつも続き︑成

っている︒粒径は若干小粒

ると

熟期間も短いので早上がり

る︒生育の進みが早いので︑

傾向かと思われる︒エリモ

年３
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17

北ロマンはサホロに比

10

16

べ︑１週間は遅れる︒サホ

れば

月で霜の心配をして

11

10

昔は集荷が９月末︑下手す

積算温度が高いと生育は

有珠山麓の伊達農協を訪問

もいい状況と予想される︒

ha

くは寒く︑芽がでなかった

察した︒オホーツク側の斜

10



明は３面参照︶︒

は放射能による風評被害と

があった︒

大会では︑開催県の福島

島県でも３年前の２０１１

の元気を発信してきまし

回東北・北海道ブロック福

県菓子工業組合青年部佐藤

日に起こった東日

第５回全国菓子工業組合連合会青年部交流会︑第

部長より﹁日ごろの業務な
年３月

島大会は︑９月２〜３日︑いわき市スパリゾートハワイアンズで開催され︑約

どで大変お忙しい中︑福島

90

国の皆様の応援の気持ちを

11

した︒作況は全道的に良か

10
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全菓連
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サホロ小豆の畑

発行人
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907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26年10月15日

て、鮮度対応生産の削減、

階も納品期限の緩和によっ

減少により、②食品製造段

もに、賞味期限１８０日未

各自の取り組みを促すとと

い関係者に情報を共有し、

業界団体の協力を得て幅広

効率化に大きく寄与する波

通段階における在庫管理の

の取り組みについては、流

ととしています。なお、②

年度から「食品

ロス削減のための商慣習検

未出荷廃棄の削減が図ら

つ、平成

討ワーキングチーム」を設

ネルギーなどに有効利用さ
れています。しかし残り１，

け検討を行っています。平

栄養不足に直面する一方

３００万トン強は全くのご

世界の人口
で、ワシントン大学健康指

みとして焼却・埋め立て処

億人
標評価研究所の調査による

は現在

と世界の肥満者（ＢＭＩ

につながる効果が示されま

期限」の延長と合わせて、

業で設定されている「販売

準が「賞味期限」という表

家庭での食品廃棄の判断基

及効果もあります。さらに、

した。③小売業の段階では、

満の菓子については、小売

基づき、趣旨に賛同する飲

れ、いずれも食品ロス削減

料大手５メーカー、菓子大

現によって影響を受けてい

年度はその中間報告に

は、可食部分と考えられる

納品期限の緩和を検討して

成

万人ずつ増
以上）は６億７千万人に達

量が５００～８００万トン
賞味期限１８０日以上の菓

理されています。この中に

を超え、毎日

加していま
しているそうです。

手７メーカー、大手食品卸

が食用に仕向けられていま
品、売れ残り、食堂などで

発生原因は、規格外品、返

品や食品ロスの削減効果を

へと緩和し、それによる返

３残し」から「１／２残し」

を現行の「賞味期限の２／

的に小売店舗への納品期限

限１８０日以上の菓子につ

まとめにおいては、賞味期

この結果を受けて、取り

ありました。

では食品ロスの削減効果が

たが、フードチェーン全体

どが出る場合が見られまし

より小売店舗での廃棄増な

いては、納品期限の緩和に

限１８０日未満の菓子につ

んでした。ただし、賞味期

スなどの問題は発生しませ

味期限設定の考え方につい

通業界、消費者等に対し賞

への変更に取り組む。③流

日」表示から「年月」表示

合わせ、賞味期限の「年月

ついては、①の取り組みと

味期限３カ月以上の商品に

限の延長に取り組む。②賞

く再検証によって、賞味期

ら、①科学的な知見に基づ

て、食品ロス削減の観点か

んのこと、自らの課題とし

業界への協力要請はもちろ

本菓子協会を中心に、流通

菓子業界としては、全日

す。

取り組みが求められていま

を少しでも削減するための

「もったいない」食品ロス

中小菓子業界においても

こととされています。

方について検討を開始する

会においてその表現のあり

えのもとに、全日本菓子協

しが必要ではないかとの考

現のあり方についても見直

「賞味期限」そのものの表

の啓発活動の強化と併せて

の正確な意味の周知のため

消費者に対する「賞味期限」

ひるがえって我が国の食

億人を超

す。国連の推計によると、

（うち事業系３００～４０

る面が見られることから、

すが、それを原料として製

国は、せっかく生産、供

の食べ残しです。

検証するパイロットプロジ

いては、納品期限を「賞味

ての啓発活動に取り組むこ

料消費の現状をみると、わ

いくこととされました。

平等に行われるわけではな

造されたものを含め、食品

給された食料の無駄を減ら

ェクトが実施されました。

期限の１／２残し」以下に

え、２１００年には１００
子については、販売期限切

く、畜産物を多量に消費す

関連業界と家庭を合わせて

すために「もったいない」

その結果、①小売の物流セ

緩和することを推奨し、各

るのかというと、世界のす
べての人が穀物主体の食生
活をすれば物理的には不足
はないとのことです。しか
し、現実には穀物の配分が

食品ロス削減への取組を…

日

組合へ。

▽購入を希望する方は各県

月

２㎝

▽注文締切日・

月１日、

に来年のカレンダーも載せ

ている。同カレンダーは大

値段も一般売りのより半額

回かるかん奉

～

日、農業フ

月

～

日、みんな

の生活展２０１４参

月 １ 日 ～ ２ 日、「 ふ

加、松山市・松山大街道商
店街

るさとの食・にっぽん

の食」東京フェスティバル、

東京渋谷ＮＨＫ放送センタ
ー正面玄関前

月１～２日、茨城を

たべよう収穫祭、笠間

市・笠間芸術の森公園、

月９日、取手けいりんアー

日、技術講習会、
松江市生涯学習センタ

日、いわて国体

明会並びに食品表示、成分

に向けた土産品開発説

月

４、取手市・取手競輪場

トフェスティバル２０１
もりしん

～ 日、桑名ま

月３

たてやま）、浅井茂宏氏（お

菱、講師・立山学氏（菓匠

ター大山田公民館

桑名市大山田地区市民セン

ンター

市・いわて観光経済交流セ

日、桑名グリーンフェスタ、 表示に関する講習会、盛岡

り・寺町通り周辺、

つり博、桑名市八間通

月

)

ー、講師・森信由紀氏

㈱
(

月

庁周辺

ェスティバル、岐阜県

月

納際、鹿児島市・鶴嶺神社

月４日、第

展、鹿児島市中央公園、

鹿児島県プレ国民文化祭出

菓子のあさい）、

•••••••••••••••••••

行事予定
日、「 プ ロ の 販

に近い、１冊４９０円（税

日、第９回

19

る

れによる廃棄増や値引きロ

る食生活が新興国にまで広

約２，８００万トンが廃棄

をキャッチフレーズに様々

ンター段階では納品期限切

ビニ９社が参加して、試行

がってきていることも現実

物などとして排出されてい

な取り組みを行っています

れ発生数量の減少、返品の

０万トン）あると推計され

です。また、輸送、保存の

ます。もちろんそのすべて

が、食品業界ではその一環

ています。事業系廃棄物の

問題もあって、現在世界の

が無駄になっているわけで

として国の支援も受けつ

が国では、１年間に約８，

食料生産量の１／３にあた

はなく、その半分強の約１，

５００万トンの農林水産物

億トンの食料が毎年廃

４５０万トンは飼肥料やエ

〝もったいない〟

棄されているそうです。こ

「日本人のきまりごと

手文房具店のカレンダーフ
ェアの販売品にも毎年選ば
れている。また、多くの組

月

ふるまい合い、思いを寄せ

合員に利用して頂くため、

て食してきた歴史。受け継

売員を目指す」セミナ

本人のきまり

館
～

り、宮崎市・宮交シティア

みやざきお菓子まつ

月

４、金沢市・しいのき迎賓

わスイーツ博２０１

日、いしか

版、卓上用カレンダー「日

の斡旋品ご案内

津々浦々に心寄せる郷土料理篇」

全菓連では、２０１５年

店名などを名入れすること

～

ー、横浜市・神奈川中小企

も可能。

月

業センタービル

津々

とつながって行く。内容は

また、百冊以上であれば

１月「かぶら寿し」、２月「き

な出逢いとともに、未来へ

別）としている。

ごと

浦々に心寄せ
る郷土料理
篇」を斡旋す

▽価格・
（１冊・ＰＰ袋入り、

斡旋要項は次の通り。

のし袋付）４９０円（税別）

り た ん ぽ 鍋 」、 ３ 月「 ほ う
とう」、４月「箱寿司」、５

冊以上より

18
11

る。

月「 皿 鉢 料 理 」、 ６ 月「 京

▽注文単位・

11

11

10
11

28
日、菓子技術講

19

祈りと実り

漬物」、７月「ひつまぶし」、

月

岩手

11

習会、鹿児島市・㈱丸

18

を重ねてきた
日本人。祭や

・

26

11

11

11

25
22

東京

茨城

10

神奈川

ポロの泉・紫陽花ホール

・５㎝×

枚（表裏共４色刷り）
▽サイズ・

岐阜

島根

19

26

10
10

22

18
25
22

三重

10

10

10

10

冊以上は
30

▽構成・表紙１枚、本文

送料無料）

受付（送料別・
月

８ 月「 く さ や 」、 ９ 月「 ゴ

月「 ふ く

ー ヤ チ ャ ン プ ル ー」、
「 卓 袱 料 理 」、

月「 石 狩 鍋 」 と
なっている。また、最終面

料 理 」、

11

10

宮崎

鹿児島

文化ととも
に、郷土料理
もまた、その
土地の人々が
共に工夫し、

10

石川

がれてきたレシピは、新た

２０１５年版卓上カレンダー

12
18

11

愛媛
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全菓連専務理事・山本領

のため、現在でも８億人が

億人を超えるそうです。そ

２０５０年には

30

72

うなったときに食料は足り

社、大手スーパー・コン

25

14

20
90

24
14

12

11

13

２０１５年版
卓上カレンダー

平成26年10月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第907号

洋に面している地域にな

けられる。浜通りは、太平

福島県は大きく３つに分

ある。会津地方は、冬は雪

を掛けるくらい涼しい所で

る。海沿いは、夜中に布団

はエアコンをつける日もあ

超すことは少ないが、最近

℃を

くすぐ溶けるので消雪道路

ある。津波の被害はない。

かつては５万石の城下町で

いわき市の中心の平は、

まで２時間程度になる。

れている。開通すれば仙台

福島方面から工事が再開さ

が、現在、宮城方面からと

㎞圏外に久

浜から原発まで車では数十

築などの計画がある。久之

が、津波避難対策の建物建

何年かかるか分からない

を受けた。復興するまで、

家なども津波の逆流で被害

を受けた。大久川沿いの民

ったが、津波で壊滅的被害

ら漁業の町として活気があ

之浜は一番北にある。昔か

る弓状の海岸線をもち、久

はんもどきになる。現在は、

のお吸い物を使うと松茸ご

作る際、味付けにマツタケ

かく切って炊き込みご飯を

の食感と似ているので、細

ことはできない。エリンギ

放射能の影響により食べる

の宝庫であったが、現在は

する名物で、特にマツタケ

キノコ類はいわきを代表

化石が発見された。

（イワキゾウ）という象の

原では、ステゴロフォドン

体験もできる。また、久世

れ、時期によって化石発掘

には、様々な化石が展示さ

と海岸線沿いにある波立薬

けたが、岩の上にある鳥居

すりは津波により被害を受

あり、かかっていた橋の手

岸には、鰐ガ淵という岩が

残すことになった。波立海

して復興のシンボルとして

建物は残っており、作り直

さんで、鳥居は倒されたが

秋義神社は地元のお稲荷

だけが残っている所が多い。

したが、津波の影響で基礎

くはかつて家屋が密集して

理容室などがある。海岸近

食堂・駄菓子屋・電気屋・

授業中だった。商店街には、

る。訪問した時、小学校では

浜病院は、

ろう。舞子

林になるだ

の防潮防風

か先には元

り、何十年

林してお

い若木を植

現在は新し

れている。

から次へ枯

影響で、次

った塩害の

で波をかぶ

年前の津波

である。３

ているから

のは、枯れ

が紅葉する

有名である。灯台守の仕事

りの代表作＂みだれ髪＂で

塩屋埼灯台は、美空ひば

波で被害を受けた。

院の送迎バスなど車両は津

で引き返し難を逃れた。病

たが、津波が来たので手前

から舞子浜へ３時に出発し

バスが運行していたが、平

戻す努力をした。シャトル

病院は修復され機能を元に

労をした。被災半年後に、

た。職員の方々は大変な苦

の大きい病院へ転院させ

続いた。入院患者を各地方

意もできない状態が何日も

れ電話も不通で、食事の用

防波堤が高く作られている

家が増えている。防潮堤、

害があった。最近は新しい

言われている。永崎海岸は、

はにぎやかな漁港だったと

み出された。炭鉱の最盛期

石炭を、ここから江戸へ積

常磐炭田から掘り出された

作は港町になるが、かつて

囲の民家は流された。中之

学校は建物が残ったが、周

跡のピアノと呼ばれた。中

師が修復し復興ピアノ、奇

害を受けたが、地元の調律

にあったピアノが津波の被

いない。豊間中学校の１階

た。まだまだ復興が進んで

福島の気候
がない。夏は涼しく

平

万人を超えていた。地震

いわき市は、

職員の方々が動けない人た

院である。津波が来た時、

い人気の病

で景色のよ

なっている。薄磯地区も８

わきを代表する観光名所と

は、景勝地を一望できるい

元になっている。灯台から

塩屋埼灯台長夫人の日記が

も幾歳月＂という映画は、

を再開した。

浜高校の校舎を借りて授業

ったので、近くにある小名

害を受け学校の機能が止ま

いる。いわき海星高校も被

のメッカとしても知られて

に見えていた。サーフィン

れている。ここも津波の被

も呼ばれる。平成７年に人

ちをシーツにくるみ２階３

・５ｍの津波で、１２０名

の成功に協力する方向で対

分で行ける。

工海水浴場として、新舞子

階へ避難させたので、患者

を超える方が犠牲になっ

応していきたいとの取りま

小名浜の魚市場

る。中通りは県庁所在地に

国である。いわきで雪が降

万人で、一時期は

之浜はある。山の方に行く

いわきトマトの栽培に力を

めるのが大変だった。

なる。会津は白虎隊や八重

ると、バイパスで走行不能
人口は

と、大久町があり、そこで

が、以前は海岸線がきれい

東日本大震災より福島県の復興状況

の桜で有名である。この３

になった車が続出するくら

によりいわき市役所は、し

首長竜の化石が発見され

がテーマの＂喜びも悲しみ

久之浜

つの地域は気候が全く違

いで、スタッドレスタイヤ

ばらく機能しなかった。や

目の前が海

ビーチが設けられた。景色

さんの犠牲者はいなかっ

が行われました。これに対

とめが行われました。

㎞にわた

う。いわきは浜通りにあり、

を履かないでいられる地域

らなくてはいけないことが

師は無事だった。

第５回全菓連青年部交流会から

３つの地域の中では一番過

である。常磐自動車道は、

入れており、トマトランド

新舞子浜は、日本百景に

が良いので、いわきを代表

た。その後、道路が寸断さ

し、各県からは、具体的内

また、来年のブロック会

キノコ、トマト

ごしやすい。サンシャイン

震災の影響で仙台まで延長
た。アンモナイトセンター

選ばれ脚光を浴びた。平の

する海水浴場のメッカとし

菓祖神田道間守の伝承と菓

容は初めて聞いたので持ち

議はブロック役員人事の関

秋義神社

いわきと言われているよう

多数あり、復興の順番を決

遠浅の海水浴場として知ら

に、日照時間が長い。雪も
する工事が止められていた

高台にお城があった時代

て有名であった。また、松

子、地域の歴史文化、地域

帰り相談する、各県の負担

菓子工業組合理事長）によ

・四国ブロック長（香川県

されました。会議は田村中

・四国ブロック会議が開催

年度の全菓連中

ＪＲホテルクレメントにお

一度の開催は、終わったと

全国菓子大博覧会の四年に

菓連への提起事項として、

でしたが、ブロック及び全

修会、菓子祭りの実施など

動向、技術講習会、各種研

が、主なものは組合員数の

状況報告が行われました

究と活用普及活動、青年会

発 行（ 徳 島 ）、 希 少 糖 の 研

季節・歳事の広報誌作成・

ろ」の全国展開への取組、

の取組（山口）、「阿波うい

県産米粉の安定的な供給へ

子作り教室を計画（島根）、

ホーム・介護施設での和菓

の 取 り 組 み（ 岡 山 ）、 老 人

島 ）、 工 芸 菓 子 の 共 同 制 作

年度まで続ける（広

した新商品開発を県と連携

ツ」に続く地域資源を活用

発した「広島レモンスイー

む予定、菓子博を契機に開

ました。

の挨拶をもって会議を終え

根県菓子工業組合岡理事長

最後に、次回開催地の島

まとめが行われました。

対応していきたいとの取り

博の成功に協力する方向で

クで相談しながら伊勢菓子

ク長より、これからブロッ

ました。最後に田村ブロッ

らいたいなどの意見があり

重でも出来るようにしても

したいが財源確保が大変、

各県からは、菓子博に協力

琵琶湖ホテルにおいて平成

９月９日（火）大津市の

作った。今年で３年目にな

の敷地内に仮設の商店街を

どを中心に状況報告が行わ

消費税軽減税率への対応な

刊、菓子工業新聞に折り込

ょうご菓子工だより」を創

取組により地域の魅力を世

が、各ブロックの意見を踏

係もあり、全菓連総会前の

９月

日（木）高松市の

いて平成

ブロック
会
議

次いで各県組合より活動

み 組 合 員 へ 郵 送（ 兵 庫 ）、

界に発信し、地域の活性化

まえ、さらなる削減を検討

最後に、次回開催地の和歌

て行うこととされました。

４月ころに開催時期を早め

強化するため９月

れました。

してもらいたい、組合員の

ブロック
会
議

開催される

菓子博基本構想と協賛金要請
全菓連 近畿

年度の全菓連近畿ブロッ

減少もあり菓子博への参加

次いで各県組合より活動

を図ろうとする「橘街道プ
状況報告が行われました

ロジェクト」が内閣府の「地

ク会議が開催されました。

日本豆類基金の助成を受け
会議は滋賀県菓子工業組合

て和菓子技術講習会を行っ

その後同ホテルの別室に

として貢献された

開催される

る歓迎・主催者挨拶及び大

思ったらまたすぐ次という

と親組合との連携強化を推

全菓連 中・四国

窪全菓連理事長の挨拶の

印象であり、地方の組合に

進（香川）などが報告され

して

後、長年にわたり組合役員

とっては財政的にも厳しい

たが非常に好評だった（和

山県菓子工業組合駒井理事

が、主なものは組合員数の

が困難になってきている

嶌副理事長による歓迎の挨

月に県の商工部

域活性化モデルケース」に
会場を移し、ＮＰＯ法人健

歌 山 ）、

られました。

れました。

動向、技術講習会、各種研

長の挨拶をもって会議を終

拶、福岡近畿ブロック長（奈

えました。

良県菓子工業組合理事長）

が、菓子業界の伝統的な祭

康笑い塾を主宰する中井宏

りとして「参加することに

次氏（芸名薬家きく臓）よ

伊勢菓子博については、

伊勢菓子博については、

選定されたとのことです。
三重県菓子工業組合岡理事

が主催し橿原市で行われる

方が望ましいとの意見があ

修会、菓子祭りの実施など
りました。各県組合の特徴

その後同ホテルの別室に

引き続き、田村ブロック

意義あり」ということで皆

長を議長として議事が進め

三重県菓子工業組合岡理事
による主催者挨拶及び大窪

商工祭に組合として参加、

り「人生は楽しく美しく」

でしたが、各県独自のもの

長の協力要請と基本的考え

会場を移し、琵琶湖の雄大

的 な 活 動 と し て は、「 タ ク

な景観と中秋の名月を眺め

としては、組合執行部の新

で知恵を出したいなどの意

全菓連理事長の挨拶の後、

見が出され質疑が行われま

福岡ブロック長を議長とし

長の協力要請と基本的考え
との演題で、人生や経営の

方の説明の後、準備委員会
おける笑いの効用などを内

月に大神神社の献菓祭を
方の説明の後、準備委員会

最初に全菓連より、食品

島市内の和菓子４社、洋菓

ら基本構想及び各県組合に

した。

和やかに懇親会が行われま

容とする講演を受けた後、

表示基準（案）への対応、

最初に全菓連より、食品

て議事が進められました。

浸 透 へ の 取 組（ 京 都 ）、 全

地域団体商標『京菓子』の

やつ』条例制定への取組、

体制発足（大阪、京都）『お

（滋賀）などでした。また、

生 管 理 認 証 制 度 ）」 の 推 進

ドしが（滋賀県食品自主衛

行 う（ 奈 良 ）「 セ ー フ フ ー

に対する協賛金などの要請

から基本構想及び各県組合

浜田委員長（同副理事長）

で相談しながら伊勢菓子博

長より、これからブロック

した。最後に福岡ブロック

われました。

ながら和やかに懇親会が行

表示基準（案）への対応、
消費税軽減税率への対応な

対する協賛金などの要請が

れました。

行われました。これに対し、

11
子３社でスタート、実績は

12
少ないが今後県下で取り組

10

どを中心に状況報告が行わ

ツ観光」を昨年

浜田委員長（同副理事長）か

29

月から広

26

15
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名の

ので、せめて６年に一度く

新舞子浜
浜風商店街は、地域の人

菓連事務局会議での岩手県

資源を結び付け、近畿全体

金の削減努力は評価する

という栽培施設がある。

たちは商店街が無いと不便

に、藩主内藤公が防潮防風

菓子工の取組紹介を参考

にまたがる広域地域におい

方々に対する中・四国ブロ

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

広島では組合として販売出

林として植林したのが今日

に、組合員への情報提供を

て菓子を中心とした様々な

ック幹事長表彰が執り行わ

ました。

浜風商店街

来たので大変助かった、三

なので、久之浜第一小学校

まで続いている。道山林と

日「ひ

塩屋埼灯台

少ない所で、降っても暖か

60

30

33

らいの余裕を見ていただく

菓子博での組合販売望む

36

25

シーで巡るひろしまスイー

10

25
26
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東日本大震災から三年が

用意された生地でチーズを

ズ饅頭です。子どもたちは

た。お菓子は宮崎名物チー

科の実習室にて行いまし

ます。美味しいです」とあ

「宮崎の人は優しいと思い

で、報道のインタビューに

ての味は皆様に大変好評

を願います。

験も良い思い出となること

事ですが、お菓子つくり体

色々な体験をされたという

いで行かれることでしょ

元の為にお店を守り引きつ

ずーっと地元に根付いて地

があり、きっと幸昌さんも、

してゆくきっかけとなるい

なく、いろんな業種が活性

は、お菓子屋さんだけでは

地域の方々が一つになる事

んで、東神社は平安時代創

いいます。浦賀の海をはさ

の願が叶う浦賀・叶神社と

す。浦賀・叶神社は縁結び

ここで、ワンポイントで

が豊になり、お菓子がまた

私は今回の浦賀散歩で、心

感じていただけましたか。

か。ちょっと歴史ロマンを

お菓子を食べたのでしょう

物。ペリーさんは、日本の

と心なごむ魔法のような

業」が実施されました。

経過し、被災地においては

チーズ饅頭でのふれあい
復興が進んでいるとの事で
りました。

子供たちの お 菓 子 つ く り 体 験
くるみ、形を作っていきま

建、西神社は名匠の手によ

好きになりました。終りに、

い機会で、積極的に参加し

すが、多くの方が仮設住宅

る彫刻が二百三十以上も彫

若き後継者として、四人の

う。いい人間関係を作り、

会主催の「がんばろう東北
局・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務

八月十八日（月）から二
す。その姿は真剣そのもの。

い様子でしたが、組合員を

山口幸昌さんは、県内で修

り込まれた社殿が見どこ

て地域に貢献することこそ

最初はなかなか丸く包めな

はじめ、日章学園の先生や

痛感させられる思いでし

業をして、今は親子でお店

ろ。二つの神社でそれぞれ

が、これからの幸昌さんの

で暮らすなど、いまだ不自

おり、継続した支援が求め

在校生からの指導で良い形

た。駅前をぶらり、東の方

心に季節物として栗大福な

を盛上げています。後継者

幸せな家庭を築き、一生懸

由な生活を余儀なくされて

られています。宮崎市では

ができ一安心の様子でし

後継者シリーズ⑦を迎え

面へ坂道を登り住宅街の中

ど素朴なお菓子を地域のお

がいない所が多い中、こう

命に働く姿は好感が持てま

子供たちふれあい交流事
山元町の中学生は三日間

十日（水）宮崎市教育委員

震災直後より職員派遣や、

た。いよいよオーブンに入

て、今回紹介するのは、ペ

にひっそりと、今回ご紹介

客様に提供して、近くの国

お菓子作りに大きな一歩と

宮城県山元町の中学生を招

れて焼き上がりを待ちま

リー来航の港町「浦賀」か

する「鴨居山口屋」さんは

道沿いに販売店をだされて

お子様のお父様として、夢

した。ちょうど、叶神社の

待するなどの支援をされて

す。良い匂いにつつまれな

らの歴史ロマンいっぱいの

あります。ご主人は山口勉

のあるお菓子を作り続けて

•••••••••••••••••••

いますが、本年度は教育分

がら、佐藤理事長のトーク

物語です。遠く幕末の頃と

さんで、この地で三十年以

別々のお守りがあり、二つ

下さい。期待しています。

「鴨居山口屋」

横須賀
浦 賀

後継者シリーズ⑦

野における発展を図ること

付きねりきり実演もさらに

変わらぬ海風に吹かれて、

で完成するユニークなも

務局・神原裕美子

お菓子は何か、ほんのり

を目的とした交流会、体験

真剣に見学していました。

浦賀駅を降りた私は、ふと、

して継いでくれる息子さん

の。若い女の子が喜びそう。

なると信じています。

活動、ホームステイなどが

焼き上がったチーズ饅頭

いるそうです。

がいるご主人は、とても幸

お祭りと敬老の日が重な

計画されました。

をそれぞれお土産用にラッ

上も根付いた老舗。お店と

せだなあとつくづく思わせ

日（ 木 ）、 東

京製菓学校校友会秋田支部

去る９月

浩司氏を講師にお迎えし、

地場産品を活用した和菓子

講習会を開催いたしました。

せていただき、大勢の組合

は、この講習会に後援をさ

秋田県菓子工業組合で

主催の和菓子講習会があ

局・鈴木由美子

秋田県菓子工業組合事務

されると思います。

品に、さまざまな形で活用

りました。今後、自店の商

りやすい内容の講習会とな

な説明があり、非常にわか

特に原料の特性など丁寧

会であったと思います。

自己研さんにつながる講習

菓子など技術の向上を含め

開発や、講師のお勧めの和

原料に使用した新たな商品

豆や粉末山芋、蜂蜜などを

員が参加いたしました。枝

り、同校の校長である梶山

今後の商品につながる内容

和菓子講習会を終えて

•••••••••••••••••••••••••••••

り、結構忙しい時期でした。

宮崎支部（宮崎菓子協会）

今は静かな港町ですが、歴

今回ご紹介するご子息の

神奈川県菓子工業組合事

を訪
ねて

は「お菓子つくり体験」の
ピングして、残りは試食で

工場を併設し、お団子を中

幸昌さんもお祭りに参加

お手伝いを組合員の日章学

史的に重要な町だった事を

られ、その性格でしょうか

す。初めて体験した焼き立

吟味された山芋と米粉の深

園の協力により、パテシエ

明石屋の軽

が加味される。真に五感に

英明さんのお話を伺い銘

おいしい菓子である。

菓と呼ばれるお菓子という

けている。だ

配合を守り続

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
子職人だった明石屋初代・

するそうでイベントなどで

った人々が代々この地に住

お菓子に温かさと思いやり

八島六兵衛に命じ、薩摩中

い味わいに、じゅわっとし

のお菓子を研究する中で、

た口どけは熟練した職人の

み続けてきた。今回は、鹿

名産の良質な山芋を使用し

羹は創業以

児島の銘菓として知られる

た軽羹を考案、今に至るの

来、山芋、米

軽羹の元祖「明石屋」の代

だそうだ。屋号の明石屋は

絶妙な塩梅さが感じられ、

表社員社長で現在、鹿児島

粉、砂糖のみ

県菓子工業組合理事の岩田

八島六兵衛の出身地・明石

そこに軽羹の純白の美しさ

鴨居山口屋
のシンプルな

英明さんを訪ねてみた。

からこそ原材

25

薩摩藩島津家七十七万石の銘菓

鹿児島明石屋菓子店

料へのこだわ

明石屋は創業１８５４

私が訪れた時、英明さん

年、英明さんで７代目とな

薯が採れる季節は

和菓子講習会

に由来する。

詞。しかし桜島は活発な活

のは、その土地の風土の中

火山で年中噴煙を上げ、火

で作り手、お使いになるお

トンネルを抜けると突如

りはもの凄

客様と口にするお客様、さ

桜島をバックに鹿児島の街

い。山芋はも

まざまな想いが積み重ねら

の弟で明石屋常務、鹿児島

ちろんのこ

れて出来あがるのだという

る。現在鹿児島の銘菓とし

と、米粉はお

事を、強く考えさせられた。

山灰を周囲にまき散らし、

いしいお米を

お土産にいただいた軽羹の

並みが車窓に現れ、すぐに

選びに選び、明石屋の軽羹

手提げ袋には「淡味真」の

菓青会でもご活躍中の武さ

に合わせた米粉を作る。砂

文字が、掛け紙には桜島の

んが、自然薯の堀り子さん

自然薯が手に入らない時は

糖も山芋、米粉の風味を邪

絵がかいてあった。軽羹は

代藩主・島津斉彬公が

代替の山芋を使用すること

魔しない雑味のないものを

て知られる軽羹は、薩摩藩

をせずに、軽羹を作らない

使用する。原材料へのこだ

これから旬の季節を迎え

第

た。英明さんに堀り子さん

年で２

る。薩摩藩島津家七十七万

住民に多大なる不便な生活

のことを尋ねると、明石屋

のだそうだ。この

わりは、薩摩藩の菓子文化

石の味覚を是非！

を強いる。それでも薩摩隼

の軽羹は堀り子さんが、火

度不足した年があったとい

をまとめられた斉彬公への

全国菓子工業連合会青年

列車は鹿児島中央駅に着

山灰が降り積もって出来た

う。明石屋さんが軽羹を販

想いが込められているのだ

部九州ブロック長・田中耕

く。九州新幹線の粋な演出

ミネラルなど栄養をたっぷ

売しないというのは、経営

そうだ。そこには軽羹元祖

太郎

達への挨拶回りをするとい

り含んだ、水はけのよいシ

者として苦渋の決断だと思

の責任と誇りが感じられ

薩摩を代表する献上菓子を

ラス台地で採った良質な自

うのですが？と問うと「お

た。軽羹を一口いただいた。

人と呼ばれるかたくなで、

然薯しか使用しない。自然

客様を裏切れない」という

だと聞いたことがある。鹿

月から

言葉が返って来た。

うことで準備をされてい

翌年４月まで、自然のもの

作るように、おかかえの菓

なので採れない年もあり、

それでいて進取の気風を持

軽羹

代表社員 岩田 英明
所在地…〒892－0828
鹿児島市金生町4－16
電 話…099－226－0431
（代）
F A X…099－226－0433
U R L…http://www.akashiya.co.jp
周辺駅…鹿児島市電朝日通り電停からスグ
20

田

神奈川

明石屋菓子店
合名会社

秋

お菓子つくり体験

崎
宮
児島といえば桜島が代名

岩田英明さん

10
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第907号

物の生産も盛んで日本梨の

れている新潟県ですが︑果

全国的に米どころで知ら

元にあるので︑ご紹介いた

類産梨を使ったお菓子が地

一本のみです︒その珍重な

ですが︑現存しているのは

年 度 統 計 ︶︒ 新 潟 市 郊 外 の

﹁マスヤ製菓﹂さんは﹁梨

として知られる同地区で︑

﹁角兵衛獅子﹂発祥の地

します︒

南区月潟地区では稲作のほ

目を誇っています︵平成

か果樹栽培も行われ︑この
年以上前か

ようかん﹂を

餡との絶妙な味のハーモニ
ーが楽しめる羊羹で︑熱い
お茶が恋しくなるこれから
の季節には︑ピッタリのお
茶受けとなりそうです︒
店内には︑廃線となった
地元電鉄の黄色の電車にち
なんだ﹁かぼでんサブレ﹂
もあり︑関根さんは﹁地元
に密着したお菓子をこれか
らも作っていきたい﹂と控
えめながらお話しされ︑地
域をこよなく愛していれば
こその︑お菓子作りにかけ
る熱い思いが感じられまし

天然記念物に指定されてい

以上の﹁類産梨﹂で︑国の

目を引くのが樹齢２００年

また︑同地区でひときわ

梨ようかんには︑当初﹁新

心に取り組んでおられます︒

部長として組合活動にも熱

関根健一さんは︑西蒲原支

６年に創業︑９代目店主の

冷蔵庫で熟成させ︑白餡を

強いため︑ジャム状にして

ものです︒類産梨は酸味が

の梨ようかんを完成させた

年間の試行錯誤の末︑現在

したジャムにするため︑２

在を知った店主が羊羹に適

ャリ感が何ともいえず︑白

美しい色彩と梨のシャリシ

上げるとのこと︒琥珀色の

し残した状態でジャムを仕

風味を残すため︑果肉を少

て固めて出来上がり︒梨の

ベースに寒天や蜂蜜を加え

ませんか！

いお菓子を召し上がってみ

生きられるような縁起のよ

お口にすると︑百歳まで

た︒

ます︒根回り２・４ｍで︑
興梨﹂などの赤梨を使用し

年︒その昔︑

こつこつ

創業明治

も登場する越の国の都とし

栄に浴しました︒

和天皇にお買い上げ頂く光

社からの取材︑共同開発の

理事・蒲沢百合子

︵約１３００年前︶﹁万葉集﹂

て飴屋を始め︑時代に合わ

へ修行に行き︑越前に帰っ

明治時代になり初代が大阪

代︑下級武士の家柄だった︒

はあります︒朝倉は江戸時

市・今立町︶に︑朝倉製菓

外進出のきっかけになりま

菓子問屋の目に留まり︑県

るようになり︑そこで大手

デパートの物産展へ出展す

て︑東京・名古屋・大阪の

菓子﹂を福井県の名産とし

物産協会に加入し﹁むかし

三代目の父の時代には県

ながったと思います︒

りませんが知名度向上につ

り︑利益にはあまりつなが

の年にはテレビ取材もあ

開発し発売しました︒開発

ビ局︑農家︑農協と共同で

用菊を使用した飴を︑テレ

す︒地元特産のすいかや食

提案があり取り組んでいま

にうたわれ﹁源氏物語﹂に

せて品数を増やし現在に至

した︒

ゴマ・米飴などいたってシ

麦 こ が し︵ は っ た い 粉 ︶・

も大豆・黒砂糖・きな粉・

菓 子 ﹂︵ 駄 菓 子 ︶ で︑ 材 料

であると思っています︒

残っているのも父のおかげ

は数多く︑朝倉製菓が生き

が︑新しく売り出した菓子

勉強家で努力家である父

ス︒この一因は﹁大豆﹂の

力︑体力も日本トップクラ

多い県です︒健康長寿︑学

人当たりの消費量が日本一

造しております︒主力商品

ど手づくりで昔のままに製

かりです︒また今もほとん

特産の梅を使用したジャム

﹁うめちゃんすはま﹂︵地元

業高校生と共同開発した

が︑開発意欲は旺盛で︑商

現役を引退した父です

た大豆製品の普及をめざし

立ち上げ︑ジャンルを超え

の大豆な会﹂という団体を

噌屋︑製粉所などと﹁福井

いうことから︑あげ屋︑味

福井国体開催時には︑昭

最近︑地元テレビ局・雑誌

わたしで四代目ですが︑

菓子組合長・朝倉英一

福井県菓子工業組合南越

ております︒

年以上地元スーパーで売
られロングセラーとなって

40

おります︒

入り︶は昨年発売しました︒

は﹁ 青 ね じ ﹂︵ す は ま ︶ で

消費によるものが大きいと
ンプル︒体に優しいものば

福井県は大豆加工品の一

る︒朝倉製菓の製品はすべ

130

て︑越前に伝わる﹁むかし

うめちゃんすはま

19

越前国の国府がおかれた所

年余り
朝倉製菓


て栄えた︑越前市︵旧武生

新潟県菓子工業組合専務

ていましたが︑類産梨の存

琥珀色の「梨ようかん」

地上１ｍのところから８本

ら作っておられます︒明治

50

の大枝に分かれている巨木

が収穫されています︒

時期は梨のさまざまな品種

24

生産・出荷量は全国で７番

地元に密着したお菓子作りに励む

国の天然記念物
﹁類産梨﹂
が
琥珀色の美しい羊羹に！

潟
新
井
福
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サントリー地域文化賞 受賞
｢
｣
開懐世利六菓匠
の為力を合わせて頑張る」

もらった。これからも地域

「明月堂」秋丸一族のご令

製菓学校同期の九州福岡

長男の妻、祐子さんは、

た生菓子を、手際よく仕上

日に東京都内のホ

テルで開催された贈呈式に
と話しました。

げる匠の技も披露しまし

９月

は、店主ら６人が作務衣姿

熊本県菓子工業組合副理

学生向けのお菓子教室を開
いたり、共同で新商品を開

で出席し記念の盾を受け取

事長でもある北川和喜開懐

現在に至っています。

お菓子の道に携わるという

むと言ってくれ、家族全員

注ぎ込んだ、新店舗・新工

族全員の夢、アイディアを

が設計・施工と、まさに家

する「㈲オオツギホーム」

娘さんの夫、貴浩氏が勤務

職場の同僚。地元に嫁いだ

ちで、パティシエ修行中の

は、四国生まれの神奈川育

嬢。次男の妻、絵梨奈さん

発したり、和菓子と町おこ
会場では上生菓子の実演

しを結びつけた活動を行っ

そんな「開懐世利六菓匠」
た。（熊日新聞より抜粋）

で錦鯉や鶴などをかたどっ

の製造、赤酒や焼酎の醸造

世利六菓匠代表は「小さな
熊本県菓子工業組合事務

に右手を巻き込まれ、１年

舗 か ず さ や 」「 岩 本
選ばれたもので、工芸菓子

中から５件の団体や個人が

んは、青森県黒石市、人口

今回紹介するお菓子屋さ

「現当主、剛（つよし）氏：

ばかりのお店です。

リニューアルオープンした

おかしのオクムラ」として

ャー」「次男の真思（まさし）

こ）さん：売り場マネージ

「長女の北山美希子（みき

しながらも、楽しく忙しく

のない本音のぶつけあいを

和気あいあい、時には遠慮

た長男が帰郷し、和菓子の

の、違う道を歩き始めてい

ねて製菓学校に進んだもの

落ち込んでいる親父を見か

うに動かない右手を抱え、

ず、神経が通わず、思うよ

などに出店依頼も数多く、

の催事・スイーツフェアー

商品にも恵まれ、県内各市

い石だたみ」というヒット

好評をいただいている「黒

進物ギフト、土産などに

１個１６０円（税込）

主要商品‥黒い石だたみ

市大町二丁目

クムラ／住所‥青森県黒石

店名‥株式会社おかしのオ

ければ」ともんもんとする

ない。何か新製品を考えな

社員さんの給料も上げられ

た。課長曰く「二万や三万

ところ惨憺たるものでし

ず、店売りの商品を並べた

をやれとの事、訳もわから

ました。

れ、どうしたものかと悩み

おはぎはやるな

」と言わ

たら父が「死んでも小豆の

る店がでてきた。何処から

れず「変な栗のおはぎを売

そぼろにして、餅米にまぶ

数日たち、栗きんとんを

平成二十五年九月に東海

梅さん来年も頼むよ」…

実績ができるとやっと「香

でも呼捨でした。数年して

環としてひたちなか商工会

湊支部が、地域活性化の一

茨城県菓子工業組合那珂

ヶ入１，７００円（税込）

青森県菓子工業組合常務

理事・猪股良孝

度かの会議で絞り込み「ダ

次に、各店での試作や何

イチゴ農家婦人部に依頼）

頼をした。

ージアム実行委員会）に依

さん（みなとメディアミュ

で活動中の美術大学の学生

や意見交換を繰り返し、納

そして、試作品の試食会

発表会を予定し招待状も送

成

ダッペ」は出来上がり、平

たちの協力のもと「イチゴ

こうして、いろいろな方

問題の商品名は、なんと、

得のいく商品が完成した。

ったその矢先、東日本大震

なった。

などたくさん

段階で「干し芋」「海産物」

会議中の一言、茨城弁で「地

災（３・

使用とする」を原則に開発

ある中から、

場産品は、いちごだっぺー」

した商品である。

ックワーズ」にすることに

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

ひたちなかスイーツ
「イチゴダッペ」

し た ら ど う だ ろ う。「 栗 お

テレビ（東海三県）の「東

～開発から販売まで～
鳴られ、私の反骨心に火が

は ぎ 」 の 誕 生 で す。「 こ れ

梅って言う店らしい」それ

お店の紹介でした。

菓舗」の６軒の和菓
の製作、展示や和菓子作り
約４万人弱の小さな市にあ

子店が、本来ライバ

るお店。

の実演指導などを通して

５ヶ入９００円（税込）

「職人の町・川尻」の魅力

これからも地元に愛される

ル同士であるにも関

道に。上京し、夢実現に進

わらず手を結び「開

仕事におわれて日々を送っ

１９５２年、先代の故・

氏並びに絵梨奈（えりな）

を発信しており「町おこし

和、 洋 菓 子 担 当 」「 妻 の 淳

懐世利（かわせり）

お菓子作りを目指して、家
子（あつこ）さん：経理・

族全員頑張りますのでよろ
販売担当」
「長男の心大（む

学した娘も、家内の多忙ぶ

奥村克己氏が創業され、本

二年間出店して成績を残し

りに帰郷し売り場に入って

年 ８ 月 ８ 日 に「 株 式 会 社

ました。最初は屋号も呼ば

「先代から引き継いだ家

に貢献している」と評価さ

お り ま し た。「 お は ぎ を や

ているさまが伺われます。

れたものです。

ってみようか」と思ってい

さん夫妻：洋菓子担当」の

六菓匠」というグル

の時代から入っていた百貨

夫婦、親子６人、従業員・

ープを結成し、小中

店の課長から一週間の催事

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
「 こ の ま ま で は、 自 分 や

栗
｢おはぎ も｣のがたり
京都の俵屋吉富さんで修業

日々でした。そんな折、父

真面目にコツコツ三十六年

それは三十六年前の事で
を終えて我武者羅に仕事を

来てるんやろ」その後「香

した。当時三十一才の私は、

つきました。名古屋の百貨

が駄目なら二度と催事はや

」と怒

店の催事場はもちろん、東

海仕事人列伝」に十五分程

地元阿字ヶ浦

なくされた。それから、２

年３月 （イチゴ）日、

）で延期を余儀

か月遅れで５月 （イチゴ）

ベリー）を使

ゴ 」（ パ イ ン

った。

して「イチゴダッペ」とな

商品名らしくカタカナに

することができマスコミに

日、ようやく発表会を開催

湊支部支部長・栗原明男

茨城県菓子工業組合那珂

なった。

も取り上げられ、大成功と

うことが決定

15

の催事ならやるな

京の銀座の高島屋から日本

らない覚悟で始めたとこ

放映していただくチャンス

で「おっ、それいいじゃん」

まず「地場産品」の選定

橋の三越まで百貨店めぐり

ろ、初日から朝から晩まで

と一発決定！

議所と共同で「地場産品を

をして「何が売れるか」と

地区で生産し

以後、各種イベントなど

ている「イチ

イチゴダッペの「ダッペ」

に積極的に参加をしてＰＲ

があり、連日行列ができ店

とは、茨城、特に三浜地区

頭で「実演」をした結果、

した。そして

（那珂湊・平磯・大洗）の

活動に取り組んでいる。

行列ができ、一パック三百

年間を通して

方言で「だよね」「だろう」

円（六ヶ入り）が一〇〇〇

使えるよう、

の意味の言葉である。パッ

見て歩きました。最後は疲

ジャムに加工

ケージ・デザインは那珂湊

れて三越の観音様の前の椅

することにし

栗の材料がなくなり、十月

た。（ 加 工 は

パック。三十万円の売上げ

年、テレビ局という「神様」

真面目にコツコツ三十六

いっぱいで打ち切りました。

が降りて来て御駄賃をくれ

「どうだ」とチラッと課

でした。

長を見ると知らぬ顔でし

ました。

イチゴダッペ

子に座り、昼寝をする始末。
その結果、思いついた事

た。悔しかったが留飲を下

は「 催 事 場 は お や つ な ん
だ。そして実演が必要なん

げる事ができました（三十

菓子香梅・小森文夫

岐阜県菓子工業組合・御

だ 」「 で き あ が る の を 見 な

平成元年から、名古屋の

が ら 待 っ て く だ さ る 」「 自

「松坂屋」の催事場で二十

六年前の事でした）。
時「サザエさんのおはぎ」

然と行列ができる」その当

が、実演販売でよく売れて

53

15

11

していました。

しくお願いします」と語る

場の落成を迎えた活気ある

近く現場に立つことが出来

代の初めに製餡機

りました。

といった伝統産業が現在も

町の小さな菓子屋が地域の

サントリー文化財団主催）

した。

ており、その名前は県内外

川尻町は熊本市の南に位

が、この度地域文化の発展

皆さんの支えで大きな賞を

～地域に貢献する和菓子職人六人衆～

置する、室町時代末期から
継承されている、歴史と伝
に貢献した個人または団体

を受賞しました。

に知られています。

の歴史を誇る刃物製造や桶
統文化が息づく職人
局員・野田尚美

町です。

•••••••••••••••••••

年 に「 天 明 堂 」「 菓

黒い石だたみ

くれた。そのころ高校生だ

名で

50

業も自分の代で終わりか

アルバイト４名、計

株式会社 おかしのオクムラ

剛氏。

ねひろ）氏：和菓子担当」

10

った次男も洋菓子の道に進

おかしのオクムラ

『夫婦、
親子総動員 』

舗 い し は ら 」「 立 山

川尻町で、平成２

を顕彰する サ｢ントリー地
域 文 化 賞 （｣ 公 益 財 団 法 人

26

な、と思った時期もありま

件の候補の

森

今年は全国

青

菓舗」「菓舗梅園」「菓
27

東海テレビで放映された香梅

城

サントリー地域文化賞

!!

!!

10

23

!!
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が顕在化し︑減

るコメ余り現象

本人の主食であ

決策もないまま商売を続け

ましたが︑これといった解

のための努力を重ねて参り

ったりするなど︑生き残り

です︒

の日々を過ごしている現状

過ぎていくことにいらだち

はずもなく︑ただただ時が

流れても一向に改善される

の〝スリムな町〟となり︑

が減少し現人口２万１千人

み︑人口も３千７百人ほど

社会などという

み︑少子高齢化

業の衰退化が進

幹産業である農

うな感じを禁じ得ないもの

え︑負の遺産を引き継ぐよ

継ぐのも当たり前とはい

造販売を次世代︵息子︶へ

く続いた家業である菓子製

が甦ることを念じている昨

家だんらん︑穏やかな生活

てもお店の利益が増えて一

た︑地域に人が少なくなっ

きる世の中になること︑ま

も地域の皆が幸せを体感で

ことがなく︑国・県・市町

商店街も閑散となり︑菓子
言葉が聞かれる
があります︒

吉原製菓

反政策などが導
ているわけであります︒

菓子店の生き残り策はあるのか

入されたことに
我が家の商売も︑

村や政治家の方々が長年の

ようになりまし

吉原製菓
おります︒この間にも少子
より︑地域の基

夢でもよいので︑不況で

少子高齢化と言われ始め
高齢化と若者の流出が進

システムを変えようとし
製造販売業のみならず地域

た︒これに連動

年近

て久しく時が過ぎ︑日々が

て︑色々な施策を施しても
の商店街の行く末が案じら

乱期はあっても︑地域の発

年創業し︑戦中・戦後の混

も手掛け︑それなりに繁栄

売や小売店への卸販売など
らえ︑国・県・町・商工会

たちもいろいろな機会をと

ました︒商店主

がまばらとなり

商店街にも人影

するかのように

を伸ばすために必要なこと

んが来ないのか？売り上げ

るのか？なぜお店にお客さ

益を増やし続ける方法はあ

況はなぜなのか？お店の利

働いてもお金が残らない状

４︱３２４７︶

︵吉原製菓☎０２４２︱５

さい︒

どがあればぜひお寄せくだ

て︑ご意見︑アドバイスな

本拙稿をお読みになっ

今です︒

れてなりません︒

県の強力な行政指導の下に

展とともに商売も順調に繁

家族皆が︑朝から晩まで

人口減少化はとどまること

進められた平成の大合併に

盛し︑私の代になり小売の

我が家で営んでいる菓子

より︑隣接する３町村が合

をまき︑育った木の実や葉

べ︑それを食べる動物が種

やがて落ちた木の実を食

上生菓子と抹茶をごちそう

るのは２人の娘さんです︒

さて︑お店を切り盛りす

います︒

んとついていけなくなって

学へと⁝社長の話にだんだ

テスの道徳︑プラトンの哲

か？話は神の時代︑ソクラ

ら学んでいたのでしょう

を極めて参りました︒

席菓子は︑毎年後楽園に於

の名を冠す芭蕉庵考案の茶

れる地が背振山︒﹁背振山﹂

はじめて日本に植えたとさ

よりお茶の種を持ち帰り︑

伝承され︑僧の栄西が中国

舟ができて日本にも文化が

ドを通じて中国に伝わり︑

３つの文化が︑シルクロー

の九九︑発見された砂糖の

ます︒インドの仏教や２桁

先進地の視察研修などを行

の指導を仰いだり︑また︑

完 成 さ せ ま し た︒﹁ 旭 川 ﹂

を作ろうと落雁﹁旭川﹂を

旭川をテーマにしたお菓子

き︑後楽園を流れる美しい

文士︑画家たちの意見を聞

依頼を受け︑茶人や歌人︑

お菓子を作って欲しいとの

てなしの茶席にふさわしい

なお菓子が少ないので︑も

と激賞されたそうです︒

際︑宗匠よりこれはうまい

で考えても良き結論が出る

は何なのか？などをみんな

ジタリアンだから植物性の

砂糖は必要で︑日本人はベ

るには唯一の﹃脳の栄養﹄

で作られています︒勉強す

類︑米・もち米など植物性

材料は原料が小豆などの豆

多いようですが︑和菓子の

間違った考えを持った人が

ものを食べると太るという

運んでいただきたい︒

の際は表町商店街にも足を

原始時代︑原始人は動物
くことの必要性を生きなが

白神社長学

伝統和菓子店 芭蕉庵を訪れて

いたします︒創業明治

性のものを食べていたが︑

42
白神孝男氏

は県内の博覧会で二等賞銀

一般の方々にも和菓子の良

和菓子を好むはず︑もっと

社長曰く︑最近では甘い

牌を受賞し店の評判が高ま

最後に社長より同業他社

さを知っていただきたい︒

創業当時︑岡山には高級

仰大茶会第五十回献茶式の

り︑皇太子殿下︵昭和天皇

の皆様に学問として﹁菓子

者 を 求 め ま す︒ ま た︑﹁ 日

皇献上菓として選ばれ︑た

本の和菓子﹂に著作権を獲

美学﹂より﹁菓子学﹂の創

に歴史と物語や自然美を菓

得したいので︑協賛者を募

立が望ましいので︑ご協力

子に込め︑社長の情熱と支

創業から１０５年︑創作

える家族の絆があるから人

局・萱野美香

岡山県菓子工業組合事務

ります︒

になるので︑岡山にお越し

く︒﹃ 白 神 社 長 学 ﹄ は 勉 強

が集い︑商いは継承して行

いそう喜ばれたそうです︒

陛下︶ご来岡行啓の際︑天

芭蕉庵

話は﹃白神社長学﹄に戻り



40

事長・吉原幸一

表町商店街にある老舗和

もいただくようになりまし

になりました︒暑い日には︑

いて開催される栄西禅師賛

製造販売業は︑父が昭和

併して２万５千人近くの人
みならず製造部門を拡張

菓子店﹁芭蕉庵﹂をご紹介

た︒更に人は発達して健康

冷茶といつも心遣いの嬉し

年代初め頃から日

年

のため︑儀式のために食べ

いお店です︒

昭和

歳現役︑お話を伺いたい

三代目社長白神孝男氏現在

物をいただくようになりま

います︒わが町では︑国・

口を有する新町が誕生して
し︑近隣のスーパーでの販

とお願いすると︑快く引き

した︒植物性の物をいただ

福島県菓子工業組合副理

年の時が流れようとして

受けてくださいました︒

10

が進み︑過疎化は進行して

なく︑都会への一極集中化

80
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福
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活動はリストラなのか？」

表れる。だから「現場を含

社の改善体制の事例を紹介

ム は 推 進 メ ン バ ー だ。「 全

２点目は、ボトムの方の

その①

員参加が基本」である。製

したい。この会社のトップ

ても、資材で発注ミスがあ

造で、製造部門の一部分だ

めた活動からスタートす

っても、現場で手待ちが発

と考えているという事。生

う議論が必ず出てくる。ボ

生する。生産計画に不備が

「ムダはどうやって見つけ

トムの方は、口に出さなく

西日本食品産業創造展では、松野靖弘氏（株式

社の現場の改善レベルはど

とも、リストラに直結され

けで活動をした場合、他の

は工場長でミドルは課長・

の位なのか。他社に比較し

あると、現場でモノの作り

係長・推進リーダー、ボト

てどの様な位置にあるの
るので、その辺りをどうし

る」が基本的な考え方であ

フードディフェンスの必要
か。その辺を知りたい」と

る。設計で図面ミスがあっ

性が高まる中、今回は、改

製造部門は対岸の火事的な

「また製造の活動なのか。

まず、ミドル・ボトムの

部門から見えるし、そこか

接部門の悪さ加減は、製造

造現場にも入って頂く。間

象にする活動でも、必ず製

る。この為、間接部門を対

しようという考え方であ

発信し、それを組織で解決

づいて頂き、製造現場から

製造現場ボトムの方々に気

ような全社活動を実施する

全て入ってもらった。この

商品管理・技術課・総務課

場合は、営業・生産管理・

も入って頂く。この会社の

の形で、必ず間接部門の方

力メンバーといった何らか

部門の活動であっても、協

革活動を行う。また、製造

以上の、最近良く聞こえ

けれど、どこか物足りない」

何故現場ばかりなのか？」

事で、前述のトップの部門

っている製造部門のボトム

というトップの声がある。

という声。皆様も承知の通

ら多くのヒントをもらえる

間のコミュニケーションに

の「モノや人の動き」を見

５Ｓ活動・ＱＣ活動等々実

り、製造業でお金を生み出

からだ。

てくるミドル・ボトム・ト

は、営業・設計・生産管理

施してきたが、継続・定着

すのは製造現場である。仮

ノづくりはヒトづくり」と

３点目は、私自身も「モ

捉え方をし、活動対象にな

産性向上に取組む際、余っ

私自身も製造業にいた

めて「人を活かす」に焦点

過ぎや手待ちの弊害が出て

た人員はどうするのかとい

が、色々な仕掛けや仕組み

をあて、食品工場の現場改

くる。つまり、製造現場で

たらいいの？」という素朴

を作っても「ボトム・ミドル

たらよいかという点。

な疑問。トップでは「我が

活かす～食品工場の現場改革」をテーマに講演会

の方が納得しなければ定着
革について講演させて頂く。

を行いました。

しない」と痛感している。

含めて「部門間のコミュニ

しないという悩みが多い。

に間接部門に問題があって

改善していく訳である。

の方は、やらされ感を覚え

出る声が「また製造の活動

ケーションが上手く行って

４点目は、生産性向上を

が、４００～５００名の会

言われた」と職人から激怒

る。従って、製造全体で改

な の か？」 だ。「 何 故、 現

いないのでは？」という心

テーマとした活動におい

の製造業の価値作業比率の

された事がある。我々は、

れば、色々なムダが見えて

場ばかり改善活動をしなけ

配の声を聞く事もある。つ

も、悪さ加減は全て現場に

％である（テクノ

くるので、そうしたムダに

ればならないのか」という

まり「人」に関わる本音や

て、ボトムの本音は「この

か、正の字で記録して行く

平均は

ップの声を基点に、本日は

声である。その位やらされ

悩みが多いと感じている。

集約の現場と設備産業の現

シンプルな現場作業観察法

お話をして行きたい。

感がある。トップ（社長・

って運搬する流れを想像し

場では、価値作業の比率は

考えているが、色々な仕掛

私自身、製造業を経験し、

工場長・部長クラス）から

て欲しい。ここで言えば、

けや仕組みを構築しても、

それからコンサルタントに

作業である」と定義する。

価値作業は検品作業と梱包

１．価値を基点とした製造現場改革

なって十数年が経っている

こうして見ると色んな現象

作業だけである。こういう

長・ 班 長 ）・ ボ ト ム（ 実 際
に現場で食品を作っている

・定着しないし、成果に繋
がらない。この様な背景の

若干異なるが、考え方は同

分類する。価値作業とは前

ム ダ 作 業 」「 ム ダ 作 業 」 に

ているかで「価値作業」
「準

である。見た瞬間に何をし

る。改善が進んでいない企

くりに秀でている会社であ

タ・デンソーなどとモノづ

ップクラスは

％で、トヨ

経 営 計 測 ５ 年 平 均 値 ）。 ト

張っているか、頑張ってい

必要ではないか」或いは「頑

方々は「この作業は必要か、

る の だ が、 オ ペ レ ー タ の

価値かそれ以外かで見てい

中で「底々改善はしてきた

じである。

述の通り、お客様視点で、

ないか」という評価をされ

入・製品の払い出しのみが

この作業の中では、原料投

業・運搬という流れとなる。

製品を次工程に払い出す作

名である。ワークサ

名、パートが１１３名、社

は製造の従事者が１４１

を紹介する。この食品会社

標で、現場を観測した結果

ースレーティングという指

ワークサンプリングとペ

正の字でカウントする。こ

うな作業をしているのか、

分し、オペレータがどのよ

準ムダ作業・ムダ作業を区

作業である。

業はすぐにでも排除したい

して行きたい作業。ムダ作

状では必要だが、今後低減

である。準ムダ作業は、現

いるのに、それをムダだと

以前に「設備の監視をして

を誤ると問題になる。私も

も見られているので、説明

取る場合、オペレータの方

ただ、こうしたデータを

を実証する事ができる。

い」

ルはどの位なのか知りた

「我が社の現場の改善レベ

の本音

クサンプリングで、トップ

である。

では無いという説明が必要

ぼっていると言っている訳

ムダと言っても、決してさ

改善の可能性を見ている。

値か価値以外かで、現場の

する必要がある。要は、価

レータの立場になって説明

ある。従って、上手くオペ

オペレータ）から真っ先に

人が理解・認識して意識・

が、皆様から聞こえてくる

が見えてくる。ムダだけを

定義付けをすればよい。機

行動が変わらなければ継続

色々な本音・素朴な疑問に

見つけようとすると、最初

械作業の例として、うどん

改善活動などを始める

本質が見える事が多いと感

は出てくるかもしれない

を作っている現場におけ

時、先ずミドル（係長や課

じている。

が、継続が難しい。シンプ

％である。ワー

②製造業の悪さ加
減は製造現場に
表れる

実際の活動で、色々なム

ルに価値を知ることが、ム

業は

価値作業という見方であ

員が

％であった。日本

の職場の場合、価値作業の

～

増やすほどお金になる作業

対する心配などを、活動で

ダとはこういうものだと説

る、ミキシング作業を思い

では実際の活動である

明しても、ボトムからは「ど
ダをなくす、最短のアプロ

価値作業とはお客様視点

る。こういう見方をすれば、

ンプリングとは、現場をま

比率は

ンサルタントの駆け出しだ
った頃、製造現場に行って
は、必死にムダを探すとい

次号に続く。

ていると思われている訳で

で、この作業を増やすほど

改善の機会が飛躍的に広が

わり、オペレータの方がど

⑤価値作業の実態
例（ ワ ー ク サ ン
プ リ ン グ・ ペ ー
スロス）

うやり方をしていた。この

お金になる作業である。食

り、オペレータの方でも価

のような作業をしている

準備作業・原料投入作業・

やり方は間違いではない

品工場での検品や梱包作業

値以外はムダだという考え

朴な疑問を頂く。私自身コ

が、もっとシンプルに考え

の事例を挙げる。準備作業

方ができるようになる。人

④では 、価 値 作 業
とは何か

ると分り易い。それは「ム

があり、検品し梱包する。

各々の職場で価値作業・

ダを知る為には、価値を知

それから、梱包の記録を取

70

る こ と 」、 つ ま り「 価 値 以

30

③ムダを知る為に
は価値を知る

うやったらムダを見つけら

松野 靖弘 氏（株式会社テクノ経営総合研究所）

浮かべて欲しい。ここでは、

食品工場の現場改革

ーチである。

人を活かす

れるのですか？」という素

35
20

①改善活動で聞こ
え て く る 本 音・
素朴な疑問

いう本音もよく聞く。

会社テクノ経営総合研究所）を講師に迎え「人を
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•
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外の作業は、準ムダかムダ
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いました︒聞き手は本紙でもおなじみの尾関勇氏

え︑﹁七転び八起きの人生﹂をテーマに講演を行

︵株式会社グランバー

代表取締役︶を講師に迎

全菓連では全国組合幹部研修会で大川吉美氏

初︑そんな高いのをやるつ

年の４月に作りました︒最

７千坪で７部屋の旅館を去

けど︑今︑改装しまして︑

た︒７千坪の旅館なんです

ね︒で︑やってしまいまし

てみたいな﹂と思うんです

︵株式会社アンゼン・パックス代表取締役︶にお

だねみたいな︒でも家内と

家族で泊まったらいい旅館

安くて︑１部屋１万円で︑

もりはなかったんですね︒

願いしました︒

先月号より続く︒

月ヶ瀬旅館

その⑤

左往しているところで︑最

なってしまいました︒

泊１人３万５千円の旅館に

い旅館になって︑最後に一

うお客さんが来ますと︑結

のを味わって︑それはいい

てなしの重圧感みたいなも

です︒本当に心からのおも

の販売では経験しないこと

うホームページでやってい

大川 ﹁一休プラス﹂とい

社長までご連絡を︒

忍びでいかれるときには︑

月ヶ瀬旅館

後︑中国系の方が買うとな

尾関

構緊張するんですよね︒緊

行き始めると︑だんだん高

への戦略で取り組んでおら

ってしまったときに︑ある

張しすぎて︑最後にお客さ

いなくて︑１年くらい右往

れることを︑ちょっとだけ

議 員 か ら︑﹁ お 前 買 え よ ﹂

こにわたしどもの販売員さ

万円とい

お聞かせください︒これも

をされることになってよか

んに〝おかみ修業〟みたい

二人︑酒飲んで

再生事業の一つとしてされ
と言われて︑ああ買いたい
ったことは︑社員の方がお

りまして︑そこが倒産しま

瀬旅館﹂というところがあ

大川

たら﹁あんた何考えてんの﹂

ください﹂と︒女房に話し

ら﹁バカなこと考えないで

り前なんですが︑７部屋し

赤字なんです︒赤字は当た

大川

ですね︒

人のスタッ

子店はマニュアルで済むん

は悪くないです︒ただ︑菓

販売員さんは決してスキル

いいるんですが︑お菓子の

うちも販売員さんがいっぱ

なカタチでやっています︒

る︒

尾関

と︑倒れたんですよ︒

見えなくなるまで︒そのあ

に︑頭を下げて︑最低でも

まが車に乗って帰るとき

尾関

なるといいんですが︒

います︒最後はトントンに

研修になっているかなと思

して︑今︑４・８というス

見ますと︑口コミがありま

ます︒そのホームページを

しかし︑ここで旅館

ていることを紹介いただけ

もてなしを研修できること

した︒その旅館は昔から︑
と︒親戚にも相談したら﹁菓
かないのに︑

ました︒一気に秋が深まっ

ったくらいです︒買う人が

旅館の社長になりたいと思

大きくなったらあのような

欠かせないのは︑今も変わ

は昔︒さまざまな集まりに

核家族という言葉も︑今

増えているようです︒

そう言われすぎると﹁やっ

く言われたんです︒けど︑

けないんだぞ﹂とものすご

顔がわかるようなお菓子

節の材料が香り︑作り手の

り興味を感じない様子︒季

お菓子は︑お客さまもあま

いとも簡単に出来上がる

いがちではないでしょうか︒

原点だと思いますので︑こ

日本旅館のおもてなしは︑

フがいます︒ただ︑本来︑

あり﹁３年間︑季節のお餅

お菓子を﹂とリクエストが

﹁クリスマスにも桜餅風の

が人気です︒お客さんから

餅﹂と︑道明寺粉のお菓子

し紅葉した葉で包んだ﹁彩

というのは︑ひとり４万円︑

ですけど︑このおかみ修業

これからもやっていきたい

大川

ますでしょうか︒

開について︑お話いただけ

に︑社長の方から今後の展

ているということで︑最後

尾関

大川

それも会社に役立っ

でもそれは︑お菓子

特長をお聞かせください︒

すけど︑東京ラスクさんの

いろんな企業さんがありま

尾関

外の展開はないです︒

というくらいです︒それ以

こが必要︑もう磨くだけ︑

まだまだうちの会社は︑そ

すから︑ぜひみなさん︑お

なか予約がとれないもので

ってきた︑とのこと︒なか

ウェイを磨いて磨いて︑お

とともに︑我が道︑ラスク

た︒そう思うと︑このロゴ

でも今から思えば︑安かっ

じゃない﹂と言われまして︒

くないと︑本気にならない

高いのか聞くと﹁だって高

んですね︒なんでこんなに

ればと思います︒

大川

尾関 凄く高い評価ですね︒

コアです︒

道明寺仕立ての棹菓子にし

なら︑年末年始のお菓子も︑

ご主人もにっこり︒どうせ

います︒今後の展開は何を

今の状態がいいなと思って

たい︒それには︑売上げも

ます︒やっぱりいい家業し

屋は家業でいいと思ってい

ました︒このロゴからはじ

非常にうまくまとめてくれ

という方が︑ロゴマークを

で︑デザイナーの江木さん

は︑オシャレにということ

大川

東京ラスクについて

みんなで仲良くやればいい

ろあるけど︑それはそれで︑

商売敵のことなど︑いろい

げる︑それだけです︒他の

ただけるよう商品を磨きあ

客さんにもっと満足してい



て は︑ と ア ド バ イ ス︒﹁ 木

言われてもあんまりないん

お菓子屋としても︑

枯らしまんじゅう﹂なる︑

じゃないかと思うんです︒

ぜひお越しいただけ

ていくのがわかります︒並

らず︑お茶とお菓子です︒

と思っていますが︑お菓子

倒れるくらい緊張す

木道の樹々も緑色から秋色

■材料から︑一貫性のある

を作り続けた甲斐あり﹂と

そうですね︑ずっと

我々住人にとっては︑象徴
子屋が旅館なんてできるわ

の彩りに変わり︑週ごとに︑

が︑やっぱり売れています︒

虫の音が急に大きくなり

景色が一変します︒店頭に

お菓子づくりがすばらしい︒

試作をいただくと︑栗も小

まったわけですけど︑まだ

そして今︑ラスクで

は﹁栗﹂の字が踊り︑ハロ
ウィンのオレンジ色のパッ
ケージやリボンが溶け込ん
でいます︒いい季節になり
ました︒
■朝生︑低単価が売れてま

ですが︑でも絶対にこれは

日持ちの短いお菓子が売れ

豆も︑旬の香り︒みなさん
材料を吟味し︑これを加

尾関

朝生や︑日持ちの短い菓

話で締めていただきまし

育をやってもらう︒ですか

か︒これ２００万かかった

ってくれるじゃないです

うございました︒

創業者ならではのお
売上げ０のときに作っても
始めているのも︑その影響

らったんです︒だいたいロ
かもしれません︒

やりたいことは︑やはり商

工して菓子をつくってい

品をもっと磨こう︑社員も

く︒ごくごく当たり前のこ

ら〝磨く〟ということが︑

万とか

のお店でも︑稔りを全部取

子の売上げが︑ここにきて

らせてください︒

り込んで︑お菓子の旬を薫

伸びているようです︒家族

■試作は冬のお菓子

た︒本日はどうもありがと
桜餅にヒントを得た﹁あ

万で作
とのようですが︑最近は生

じさい餅﹂﹁笹の葉餅﹂︑少

ゴって︑
産性や労働時間の問題もあ

もっと磨けるような社員教

数や︑伺う先の方々を数え

り︑加工材料に頼ってしま

城戸翔寉︵きどしょうかく︶

﹁○○個入りをください﹂

20

す︒

だんだん収益が上が

的な旅館でございまして︑

伊豆の故郷に﹁月ヶ

な︑という気持ちになりま

10

した︒でも会社で相談した

さて︑最後に今︑次

大川 吉美 氏（株式会社グランバー 代表取締役）

の人生

れば︒

尾関

七転び八起き

と注文されるお客さんも︑

10

16
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日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会

回デザート・スイーツ＆ドリンク

は２０１４年４月２日（水）～４日（金）に東京ビッ
グサイトで第

ネットショップで成功と失

展を開催しました。同展では「年商１億利益率
％の繁盛店から学ぶ

ること。
もう一つはせっかく取れ
たお客様と長いことつき合
い、たくさんお金を落とし
てもらうことだ。最近の通
信販売は、儲かっていると
言う人もいれば、全然儲か

の時流は競合が激しく、１

らないと言う人もいる。今

件当たりの獲得コストは上

敗を分ける３つのポイント」をテーマに講演を行
いました。

が崩れると儲からないが、

がっている。このバランス

るので、顧客生涯価値は下

がり、購入先もたくさんあ

（本記事は中山氏のセミナーを基に、全菓連・渡
辺嘉一郎がまとめました）。

先月号より続く。

その②
００件と決めている。従っ
て、８００件×３，５００

お茶屋さんはまずマイナ

し屋は年商１・５億円なの

ており名簿は３万件。馬刺

は、通販で年商３億円売っ

栃木にあるおかきの会社

いるので、２４０日で離脱

歳暮だけ買ってくれる方が

大体４００日。年に１回お

もある。一般食品の場合は

で携帯メルマガを登録した

実にもらえるかだ。飲食店

ものの大きさではなく、確

名簿が集まるのは、当たる

くあるハワイ旅行が３名様

イベントはダメである。よ

ＮＡＦに当てはまるような

はやめられない。だから、

半である。

か月回

２４，０００円持ち出して

収する。健康食品の会社は

簿の数と年商は、ほぼ比例

件ある。従って、現役の名

で、現役の名簿は１万５千

離脱する。ここで例えば、

購入がなければその名簿は

はしていない。４００日間

だ。次回５００円割引券は、

いる。あれはいいイベント

ら、ビール１杯無料として

を取るイベントではダメ

かしとしてはいいが、名簿

に当たるというのは、賑や

ス３，５００円で

となる。新規のお客さんを

３年半で回収している。こ

円がこの会社の月間販促費

か月以内で回収す

のバランスが分かったら通

取り、

億円になった。この

ることを繰り返したら、売

１億円売ろうと思った

最終の購買日が、２４０日

ある。離脱は何で決まるか。

い物をやめた離脱の名簿が

また、名簿には現役と買

を１万件集めたらいい。

売りたかったら現役の名簿

する。そう考えると１億円

かだ。

ている名簿を持っているの

円だ。結局、どれだけ生き

ったとしたら、年商は２億

えて店を去った人が１万あ

者が２万件、４００日を超

しても、４００日以内購入

名簿で３万件持っていたと

トラップは要らないかもし

ること。オリジナル携帯ス

に（Ｓ）確か（Ｔ）に起こ

ティブ（Ｐ）なことがすぐ

ちない。ＰＳＴとは、ポジ

かある時は、顧客名簿に落

に、人は行動する。後で何

だ。その場で何かがある時

その場で使えないからダメ

商品をずらすこと。お客様

上げる時、一番いいことは

経費も下げたい。粗利率を

ばいいので、粗利率は上げ、

また、営業利益で儲かれ

かけて回収する。

料で集め、残りに販促費を

きたいなら、可能な限り無

だ。名簿を確実に集めてい

上は

ら、その中身を知らなけれ

超えたら離脱とするところ

ェイスブックがいい」や「リ
スティングがいい」など、

けだ。健康食品でテレビＣ

収することを回しているだ

ただ、食品を１億円売ろう

体１億円に決まっている。

取る必要はない。食品は大

いいなら３億円分のお金を

ら、広告を打っても儲から

とをわかっていなかった

いる。投資して回収するこ

この時に投資できない人が

ために販促を行うのだが、

現役の名簿１万件集める

ばよい。

り１万件だけお金をかけれ

万件を無料で取れれば、残

からない。２万件のうち１

なら、そこで取れば金はか

ある。実店舗を持っている

時は、無料と有料の対策が

たほうがいい。名簿を取る

である。例えば、肺がんに

（Ｎ）なことが、後で（Ａ）

のはＮＡＦだ。ネガティブ

間がなかなか行動できない

簿は大きくとれる。逆に人

もらえる。そういう時、名

ことだが、その場で全員に

ない。小さいポジティブな

れないが、もらって損はし

ジナルになるだけで値段は

ラベルのお酒が届く。オリ

送った写真や名前の入った

トならまた違う。

う。用途をずらして、ギフ

００円なら、買わないだろ

ーズケーキが１切れ２，０

る。劇的においしくてもチ

価格だと、相場を持ってい

ーズケーキはこのくらいの

は、お酒はこのくらい、チ

どうでもいいことに振り回

販は簡単である。

される。本質はいくらで１

ばならない。売り上げ、粗

バランスが分かれば１億円

人のお客さんを取ってき

利、販促費、経費、営業利

以上いく。わからないと「フ

て、その場で儲からないな

Ｍを流している会社があ

と思ったら、買い物をして

なるかもしれないとは思っ

現役の名簿の数と
年商は比例する

ら、どのくらいの回収期間

の会社の入り口商品は、１，

る。その会社は最初に無料

くれる人の名簿が１万件必

で、お客さんがたくさん来

ていても、今すぐになるわ

分かっていれば儲けること

０８０円のお試し商品であ

落ちてくる。ただ、１点だ

サンプルをくれるが、どう

る。そこにある小さい家族

は難しくない。

益などがあるが、儲かるこ

としてくれる金額は可能

る。最初に買ってもらった

け不安がある。一時的に新

儲けているか。無料サンプ

ないという謎の議論が行わ

経営の酒蔵が、名簿を取っ

で、獲得したお客様が生涯

とを考えた時、お客様は何

だ。売り上げではなく利益

段階では利益はゼロで、１

規客が取れ過ぎると、出て

れる。通販の場合、大体１

かけて、店に落としてくれ

にするか基準を決めること

人必要だろうか。儲かれば

食品メーカーは単品型が

である。端的にいえば、１

件の注文を獲得するのに

いく金が多くなり資金繰り

要だ。つまり現役の名簿１

回目は儲からない。リピー

名簿を集めるには
か月で回

だ。ここは決めているから、

多いだろう。単品型の成功

件当たり獲得するコストよ

３，５００円の販促費がか

件で、年間売り上げ１万円

ズケーキやプリンが食べた

ろう。コンビニでは、チー

走った人はあまりいないだ

的に新規のお客さんを集め

するため、可能な限り効率

得コストをできるだけ低く

一つは、１件当たりの獲

ラはメッセージカードが選

テラを売る。ここのカステ

けで通信販売で１億円カス

の日ギフト特集。母の日だ

トでできている。例えば母

くれている分は全部利益で

る。

か月目以降、買って

か月でコスト回収ができ

らい、回収していくと、

さんにこのプレゼントはど

言いながら「あなたのお母

なものがお好きですか」と

く つ く ら い で す か 」「 ど ん

言ったら「お母さんはおい

のプレゼントを選びたいと

か。百貨店に行って母の日

る。だから、新規は月間８

儲かる時を迎えないで終わ

る。後で儲かるがとはいえ、

アウトソーシング
の活用

りすると、粗利が拡大する。

品の売り方や対象を変えた

売れている。このように商

に１億円以上のカステラが

提案ができるので、母の日

いろな用途の方にずばりの

円かかる。回収期間は３年

と、販促費は２４，０００

ーの人件費などを合わせる

２番目は、パソコンの得意

勝手に売れると思うこと。

番は、商品を出しておけば

通販でよくある誤解の１

通販でよくある誤
解

ほぼ安い。

アウトソースをしたほうが

は人を抱えたほうが高く、

販売だ。

ＢｔｏＢなら１本切れただ

経営者の心は安泰になる。

し、シンプルだからむしろ

人の機嫌に左右されない

が分かれば、簡単になる。

ＣＰＯとＬＴＶのバランス

目が通販事業の基本だが、

重要なポイントは、１つ

ることではない。

コンが得意だから担当にな

ら、なるべくたくさんとっ

た、名簿を無料で取れるな

トしてもらって儲ける。ま

人もいるが、重要なのは本

ョッピングモールにはまる

重要となる。ネット上のシ

良いのか。回収できるかが

コストがいくらか。それが

字なので１件当たりの獲得

してはいけない。最初は赤

従って、広告の損益で判断

なるので、そこに投資する。

い部分は有料で取ることに

まずは無料で取る。足りな

二つ目は新規客の獲得。

ル携帯ストラップだ。顧客

るための対策は、オリジナ

て通販につなげている。取

には、お客さんのリピート

三つ目は、回収するため

まるので気をつける。

ングで上に行きたい人もは

る。負けず嫌いで、ランキ

で表彰されたい人もはま

ではまる。目立ちたがり屋

ールは派手な広告があるの

地味だが、ショッピングモ

など。また、本店サイトは

えば口癖が「一発ドカン」

は大体継続力がない人、例

いる方もいるので、たばこ

ても後だし、長寿で生きて

けではない。起こったとし

っかりと分ける。別のツー

かよくなるためのものはし

むものであるチラシと、な

みたいに取られる。売り込

して、売り込んできました

り込んだら、友達のふりを

中途半端に色気を出して売

チラシだとばれてしまう。

お勧め」と書いてしまうと

る。ただそこに「スタッフ

みのない要素のものを入れ

らいいかというと、売り込

りも粗利率は圧倒的に高い。

高くなるが、普通に売るよ

８００件取り、

のポイントは１つしかな

り、お客様が落としてくれ

かる。つまりスタートはマ

ルは売り上げゼロで１件の

である。これが食品の通信

億円も売れるのか。ここ

い。ＣＰＯとＬＰＶのバラ

る利益が大きければ、いつ

注文を獲得するのに商品の

くなり、シズル感もあるか

べて、普通に「お母さんあ

うですか」といろいろな中

な人がネット担当、と決め

涯はできないが、１年で落

ンスがよければ、儲かる。

かは儲かる。このため、業

が悪くなる。いきなり１万

原価、送料、コールセンタ

ら一等地にあるが、カステ

りがとう」というものもあ

から選んでくれる。これが

経費の削減では、最初に

また、前述の酒蔵では、

ＣＰＯとは１件当たりの

イナス３，５００円である。

件×３，５００円取れてし

ラはパンの横に質素に１個

れば、離れて暮らすお母さ

小売業の存在意義である。

紹介した馬刺し屋は、店長

不確かに（Ｆ）起こること

獲得コストだ。いくらコス
績アップのために会社がす

まったら大変なことにな

通販でカステラを５億円

置いてあるくらいだ。とい

んへの言葉、実の母に向け

しかし、メーカーは「他社

飛騨高山は観光地なの

トをかけて、１件の注文を
そこからリピートをしても

売っている店がある。本来、

うことはカステラを探す人

た素直な気持ち、お母さん

の品物がいい」とは言いに

客 層 別・用 途 別 の
対応

ＬＴＶは顧客生涯価値

めの販促費だ。

のお客様を１件獲得するた

カステラは売りにくい商材

は少ないことが分かる。従

代わりに接してくれる方へ

テラと調べていない人に売

たらどういう接客になる

ジョンもある。小売業だっ

もある。また、関西弁バー

客層別の対応をする。いろ

メッセージカードを変えて

くい。同じカステラでも、

トソーシングしている。今

けをして、他はすべてアウ

とパート１人で顧客対応だ

うことがないように、パソ

くのがうまいから店長とい

てしまうこと。ポップを書

店員の機嫌も関係ない。

だから業績は崩れないし、

けで大変だが、通販は小口

るわけではない。はまる人

モールだけで物事が解決す

店サイトだ。ショッピング

こと。どんなものに変えた

は、商品の同梱物を変える

が大切。一番効果的な方法

っていく。

けると、リピート率は上が

ルとして入れることを心掛

万件。

ればいい。この会社は、ほ

ているが、名簿は

億円売っ

だ。業界では謝罪スイーツ

って、市場規模とインター

など、ママもあればお袋様

お茶の会社は

といわれており、クレーム

ネットの検索回数が、連動

０点も０点もないお菓子で

とんどの売り上げがイベン

から

12

12

11

ある。カステラがどうして

終わりに

対応やお見舞いに持って行

していない。それならカス

文件数の金額であり、新規

健康茶の会社はどうして

10

点は取れるが、１２

10

ける無難なお菓子だ。全員

10

12

る利益である。計測は、生

中山 裕介 氏（船井総合研究所 大阪経営支援本部）

ネットショップで成功と
失敗を分ける ３ つのポイント

ることは２つしかない。

年商１億利益率28％の繁盛店から学ぶ

獲得したか。販促費割る注

ＣＰＯとＬＴＶの
バランス

10

12

28

11

も食べたくて、コンビニに
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東京都菓子工業組合では疋田文明氏（元気塾）

を講師に迎え「元気な会社の元気な経営」につい

て講演会を開催しました。

先月号より続く。
あそこはいい悪いと言われ

い」という判断基準がある。

客様には「あそこはいい悪

高めなければならない。お

言われたが、顧客満足度を

た来てくれる。一時期よく

お客様は満足したら、ま

く。ソフトとヒューマンは

プライスで取り組んでい

ード、ソフト、ヒューマン、

はどうなのか考えた時、ハ

分たちの会社の顧客満足度

がいいとなる。だから、自

同じものだったら安いほう

お客様の判断基準

アメリカから入ってきた概
明日からでもできる。すぐ

る。最後がプライス、価格。

念だが、これには４つある。

その③

から、排除しなければいけ

現場は無駄がたくさんある

していた。ただ、スポット

を工程ごとに分けて細分化

産性を高くするため、仕事

昔、ＩＢＭの工場では生

変えたか。デジカメで撮っ

ので時間がかかった。どう

ると、商品番号を見ていた

本部から値下げを指示され

のは値下げ作業だ。従来、

ら、生産性は高まる。

たことが３時間でできた

今まで５時間かけてしてい

にあった」とすぐにわかる。

り場の人は「これはあそこ

て「この現物をいくらに値

ない。しかし、無駄の排除

で大量の注文があった時、

６桁より７桁の入力ほうが

ビー・子供服の西松屋では、

だけが生産性を高める要因

受けたいけれど、次の注文

スピードが早く、誤りが少

か。この構造をどう設計す

ではない。これだけしてい

があるかわからないので設

人間はリズムを刻んで行

なかったそうだ。リズムを

り早いのはコスト削減、無

ると組織は元気にはならな

備投資はできなかった。そ

動する。ラインでじっと立

下げしなさい」とした。売

い。もっといえば日本の景

の後、細分化していた仕事

って仕事をしているのと、

店舗で最も時間をとられる

気も落ち込んでいく。それ

を逆に集約化した。ベテラ

刻んで覚えられるからだ。

るかで生産性は変わる。

は合成の誤りで、それぞれ

ンの職人を入れて作らせた

少し動きを入れて仕事をす

駄の排除だ。確かに経営の

はいいことをしているつも

％生産性が高

着く先がセルフ生産方式

くなったそうだ。この行き

う。動きを入れたほうが高

るのでは生産性が全然違

に置くと、能力は落ちてい

も５年以上同じポジション

また、どんな優秀な人で

ったそうだ。テストでも、

が、７桁になった途端に減

りだけれど、国を見たら全
ら、平均で

やらなければならないが、

まる。

リズム

然活力がなくなっている。

常識範囲におさめる。

で、最初から最後まで１人

は５年以上同じ職場に置か

く。そういうことも含めて

構造

ないから覚悟しておいて下

る。やはり中堅層、中堅リ

リズムが大事である。京都

えられる。昔、ニューヨー

さい」と書いてあった。

ーダーなど部下に一番接し

また、数字、カタログ商

クの電話番号が６桁の時

自分でしてしまうと、結果

ている人が変わらないと会

品に番号を付ける場合、６

それ以外に営業、経理、

代、間違い電話が多かった

として早くできるから、チ

社も変わらない。過去の実

でする。どの方法がいいと

他の世界でも常に新しいや

るし、アメリカでも同じ現

ームの見た目の数字は維持

績より、今の地位で動いて

言っているのではなく、皆

ほしい。ハードは味や機械

う配置するのか、物をどう

り方に取り組む。例えばベ

象が出ている。従って、こ

される。しかし、人は育て

いるので、それにふさわし

トータルでの経営コスト

をよくしようなど、時間を

並べるのか、どの空間でど

上司の存在だ。何気ない一

れは構造的な問題だ。問題

ていないし、モチベーショ

い能力がないといけない。

にして競争優位性をつけて

しいかどうか、機械がいい

かけてする。プライスはト

の時間帯に誰が何をやるの

言、態度で今までやる気が

は人事にある。仕事で実績

ンも下げる。

時間はかかるが、このこと

に福寿園というお茶屋があ

ータルで経営コストを下げ

トータルでの経営コスト

ーマン経営者に「あなたは

を残した人を昇進させる。

これをよく理解していた

桁は少ないからいい気がす

る努力で、時間をかけてし

を少なくするために手っ取

サラリーマン社長として成

あった人がだんだんなくし

残してない人を昇進させる

のは松下幸之助だ。松下さ

は本人も気がついてくる。

が今いいと思っているやり

かどうか。ソフト、この場

なければならない。急に粗

べッカーという教授がい

功したから、サラリーマン

ただ、これは日本だけで

ていく」と言った。

わけにはいかない。しかし、

んが「人事の要点は何か」

を下げるためには、構造が

合はアフターケアだ。クレ

利を下げ、価格訴求をした

る。この人は「人間という

の気持ちがわかるだろう。

はなく、アメリカも一緒。

個人プレーヤーとして実績

と聞かれた時「仕事で実績

る。会社が社員に通達した

ームが起こった時の対応。

の生産性は上がった、ライ

のは可能性を秘めた無限の

日本のサラリーマンは持て

ドラッカーがセミナーで

を残すスキルと、部下を率

を残した人にはボーナスを

ものを読んだら「今年から

次はヒューマン。対人折衝

バルも生産性が上がった、

経営資源だ。その人間のや

る力が

「役に立たない部下を抱え

いて育てながらチームで実

はずんでやれ。かといって

るが、圧倒的に７桁のほう

技術や接遇で、電話の取り

という競争では変わらな

る気を阻害することが会社

社のためにどれくらい使っ

ている人は手をあげてく

績を残すスキルは全く違

がいい。リズムを刻んで覚

方、お辞儀の仕方１つで、

い。イデシギョーは機械設

にとって一番大きな損失な

ているか」と聞いたら、２

れ」と聞いたら、ほとんど

う。仕事ができるからとい

方が、本当に一番なのか考

仕事が楽しいか楽しくな

備を入れたら、徹底的に自

のだ。逆に人間に投資をし

～３割と言われた。なぜ持

が手をあげたそうだ。その

生産性を高める要因は、

えて欲しい。

いか。怒られてばかりいた

分たちの考え方や意見を入

て、やる気を高めていけば

てる能力を発揮しないか。

後「その人たちは新入社員

ほかにもある。お客様の力

必要だ。この仕事をやらな

ら生産性は上がらない。堀

れ、工程の組み合わせなど

生産性は高まる」と言った。

設問には「あなたの会社の

部下を持たせてはいけな

を借りる。例えばＩＫＥＡ

ければならない時、人をど

場製作所の社訓は「おもし

を変えてもらった。だから、

ところが、多くの日本の企

上司の能力に問題があると

い」といった。部下を持た

いい職場環境を作ることは

は３割上がる」と言った。

てきたら間違いなく生産性

産性も高まっている。だか

１位だった。そのサラリー

り、日本は

経営コストを少
なくする

ろおかしく」だ。なぜかと

うちはよそに勝てたといっ

業は、やる気を阻害する問

って、これを教えないまま

せるには、地位にふさわし

チベーションがどれくらい

お客様の力を借
りる

そうではないと思ってい

ってきたが、ここ５、６年、

聞いたら「儲かるからだ」

た。皆さんの世界でも同じ

題を抱えたまま走っている。

の時から無用の長物だった

昇進させ、部下を持たせる。
低いか、アンケート結果が

おもしろおかしく

と 言 わ れ た。「 仕 事 が お も

だろう。機械は、どこでも

思う人に○をつけよ」とあ

これはできる人ほど部下を

ら、どこまで使いこなすか

にいる間にモチベーション

するだろう。ところが会社

言われたら、言われたほう

なこともできないのか」と

ほ ど 任 せ ら れ な い。「 こ ん

から覚えるのに、優秀な人

われば、会社は変わると思

私はトップの考え方が変

部下を持たせることが多い。

る。これを教えないまま、

識には、判断力もついてく

でしている。

頼んでいる。お客様は喜ん

と配送することをお客様に

は、家具を組み立てること
んなに持てる力を発揮しな

が下がっていく。昔は上司

は傷つく。「おれがやる」と、

い見識がないとだめだ。見

いのか」と言ったら「本人

個人の能力に問題があると

潰す。仕事は任せるところ
ーマンに「あなたは、大変

に問題があるケースがない

思っていたが、どこでもあ

し、やる気はあるから採用

意欲的に仕事をしています

とは言わないが、圧倒的に

マン経営者の方に「何でそ

か」と聞いたら、日本は２

多いのがやる気を阻害する

ヶ国のサラリ

％。少なさで断トツ１位だ。

出ていた。

人間へ投資する。考えて

事業再生に成功したサラリ

人間への投資

くれるのは人間だからだ。

新しい機械や設備を入れ
ると生産性は高まるが、ラ

ノーベル経済学賞を取った

次号に続く。

イバル会社でもお金を出せ

経営コストは下げられない。

40

ば入れられる。自分の会社

どこまで使いこ
なすか

をしないと、トータルでの

10

大事だ。

あるとすれば、会

しろくなって、楽しくなっ

入れられるので、相手の生

日本のサラリーマンのモ

のか」と聞くと、皆うつむ

疋田 文明氏 （元気塾）

いたそうだ。スキルは別に

１つはハード、商品がおい

30
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％で、断トツ

ら会社は潰れる。

元気な 元気な
の
会社
経営
16
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（11） 平成26年10月15日

智宏

ｇ
②焼き上がったらスプーン

太めのものを約１㎏使用）
（工程）

を使ってペーストを作る。

③薄力粉とＢ・Ｐをよく混

色に着色する。

②熱をしっかりと抜き赤紫

子を溶かす。

る。（約

０℃のオーブンで焼成す

④包餡後芋型に成型し１８

くりと混ぜる。

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。

バター…………………
ｇ
①ボールに液卵・加糖練乳

蜂蜜……………………

・上白糖・バター・蜂蜜を

分）

などで中身を取り出す。

18
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ラニュー糖を量りビーター

％のグ

③取り出した芋の

（中餡配合）

ぜ合わせたものを加えさっ

Ｂ・Ｐ……………３・７ｇ

焼き芋ペースト…７５０ｇ

入れ湯煎にかけ上白糖の粒

薄力粉……………２６７ｇ

ｇ

※赤・青色素

ｇ
白並餡（

％）……４５０ｇ

ｇ

教師

液卵……………………
加糖練乳………………
上白糖…………………

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。

日本菓子専門学校 森山

個

ｇ

ｇ

加賀で育って76年

焼き芋
（生地配合）約

ｇ

グラニュー糖……１１２ｇ
水飴……………………

◇

塩………………………２ｇ
◇
生地……………………
中餡……………………
焼成温度…………１８０℃
※焼き芋ペースト工程
①さつまいもの表面を洗
い、新聞紙で包み新聞紙ご
と十分に水で濡らし、アル

分ほど焼く。

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

10 97
60
28 14

ミホイルで包み２３０℃の
オーブンで

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。

60

（上記配合のさつまいもは

話 ０３－３４００－８９０１

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

97 87 36
焼き芋

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

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。

ブランディケーキ

チーズカステラ

本格的カステラ

40

30

電

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

90
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