3.1
チョコレート
詰め物していない 10,906 11,916
もの

261

2.4

229

1.9

2.3

35

2.4
3

岡本楢雄

全国菓子工業組合
連合会 理事長

氏

年間で２割

・

板状、容器入りペースト等
２㎏超） 現行関税率
・８％（即時２割

もの

年間）

現行関税率９％→無

の他これらに類する焼いた

税（

○ペーストリー、ケーキそ

８％→
カット）

・

の他のベーカリ製品（加糖）
・５％→

年間で２割カット）

％（

年間で

年

現行関
・６％→無税（

○マロングラッセ

２割カット）

・３％→

○ 同 右（ 無 糖 ） 現 行 税 率

４％（

○同右（塊状、板状等２㎏

・３％→無税（

現行関税率

関税率

以 下、 詰 め 物 な し ） 現 行

年

・４％（

年間

・５円／㎏→無税、調整

○高糖度粗糖

年間）

間）

％（

◎ビスケット関連品目

％→

○チューインガム（無糖）

行関税率

間で２割カット）

％→

金水準は糖度に応じて設定
で２割カット）

全日本菓子協会は、関係
○ココアペースト（未脱脂）

実施、②日ＥＵ、日中韓Ｆ

団体と相談の上、①輸入が
年間）

小麦、大麦等を単に膨張さ

急増した場合の国内対策の
○ 同 右（ 脱 脂 ） 現 行 関 税

ＴＡ交渉などの前例としな

時２割カット）

率

いこと等の要請を検討して

％→無税（７年間）

・５％→８・１％（即

率

○ココア粉（砂糖、甘味料
加えたものを除く） 現行

業の振興に尽力するととも

氏は多年にわたり、中小企

全菓連理事長・岡本楢雄

▽旭日双光章＝米田十九三

長）

（山梨県菓子工業組合理事

▽旭日双光章＝志村武彦氏

（全日本菓子協会最高顧問）

％→

％（５

○ワッフル及びウエハー
現行関税率

・９％→無税（７
年間）

年間）

に業界団体の要職あって、

先輩と後輩の関係を重要視

載してきたが、どの会社も

り、従業員教育について連

本紙で数か月間にわた

桜梅
桃李

同省が公表した「日豪Ｅ

ＰＡ農林水産品の合意内

容」については２面に掲載。

全菓連総務・渡辺嘉一郎

をみてあげることだ。

妹のごとく思い、よく面倒

輩を育成するにはわが弟、

必要だろう。ともかく、後

談に乗り、激励することも

輩の悩み事をよく聞き、相

ことができない。従って後

れば思う存分力を発揮する

ている。人間は心配事があ

はじめ、様々な悩みを抱え

また、青年時代は結婚を

結果しかでない。

いてしまえば、それなりの

るべきことを怠り、手を抜

つのだろう。先輩としてや

•••••••••••••••••••

○ラスク、トーストパンそ

年間）

％→無税（

えたもの） 現行関税率

○同右（その他甘味料を加

関税率

○加糖ココア調製品（塊状、

菓子業界の発展に尽力され

氏（熊本県菓子工業組合元

輩は〝背中を見よ〟といっ

していた。中でも特に「先
▽旭日双光章＝遠藤仁兵衛

え、心血を注いでこそ、育

かけて教えるべきことを教

正面から向き合い、手塩に

誠にその通りで、後輩と真

メだ」と強調されている。

中小企業振興功労として、

理事）

いる。

せたもの除く） 現行関税

◎その他の品目

率

現行関税率

○ビスケット、クッキー及

税率

10

年間）
○同右（塊状、板状等以外
の も の、 ２ ㎏ 以 下 ） 現 行

％→８％（

カット）

25

17

現行関税率５％→無税（５

・３％→ ％（即

関税率

10

12
び ク ラ ッ カ ー（ 加 糖 ） 現

時）

20

15

21

○朝食用穀物調製品（米、

関税割当枠１００㌧設定

15

29

○無糖ココア調製品（関税

千㌧

関税割当

千㌧→

・３％→無税

割 当 ２ 次 枠 ）・ 現 行 関 税 率

年間）

枠設定当初
（

○ホワイトチョコ及びその
現行関税率

17

て、ただ放置していたらダ
▽旭日単光章＝森浩氏（千
葉県菓子工業組合相談役）

（香川県菓子工業組合専務

▽黄綬褒章＝大内泰雄氏

理事）

年春の叙勲褒章

▽旭日中綬章＝森永剛太氏

（業界関係受章者、順不同）

平成

15
10
10

％（即時２割カット） ○ 同 右（ 無 糖 ） 現 行 関 税

他砂糖菓子

12

現行関税率５％→無税（５

10
氏（滋賀県菓子工業組合員）

年春の叙勲において

23
21

15

3

％、キャンディー類

27

た。これらの功労により、

15

10

1.1

10
7

18

24
2,251

旭日中綬章を受章された。

平成

13

11

132

10
％→

25

物、 そ の 他 ）・ 現 行 関 税 率

1,616

5
2,693

21

菓子関連品目の合意内容を公表

110

その他砂糖菓子

21

日豪ＥＰＡ（経済連携協定）交渉について

3.5

1

日、大筋合意した日豪ＥＰＡ（経済連携協定）交渉についての内

189

39

3

1.1

ビスケット、クッ
キー及びクラッカ
ー 無糖

12

農水省は４月

3,504

1,453

20

容を公表した。全日本菓子協会が同省より聞き取った結果、菓子関連品目の合意内

チョコレート
その他のもの（液 5,359
状、
ペースト状等）

21

容については、次のようになっており、それ以外の砂糖菓子

4.4

1,697

10

％などは対象外となっている。（主要品目の豪州からの輸入状況は表を参照）

494

○チョコレート菓子（詰め

6.4

◎チョコレート関連品目

813

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

（単位：トン、百万円、％）

旭日中綬章を受章

チョコレート
12,731 11,206
詰め物をしたもの

ホワイトチョコレ
ート

1.7
172
7,633

26

第902号
（平成26年５月）
● http://www.zenkaren.net/

22

数量 シェア 金額 シェア
金額
数量

オーストラリア
合計
品目

900

25

主要菓子類の豪州からの輸入状況
平成 25 年

10

24
ビスケット、クッ
キー及びクラッカ
15,724
ー 砂糖を加えた
もの
26

信頼に応える全菓連
発行人

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

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

第902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５月15日

る立派な勲章を拝受するこ

が旭日中綬章という身に余

をもちまして私

の叙勲で︑お蔭

月二十九日の春

知の通りこの四

皆様既にご承

人かの幹部・事務局の方と

おり︑千田さんをはじめ幾

命で何度も全菓連を訪れて

二代目加藤金之助理事長の

いましたが︑それ以前にも

ては初めて全菓連にうかが

に代わり︑全菓連理事とし

組合前理事長の西川文人氏

七期にわたり内外ともにＰ

﹁信頼に応える全菓連﹂と

連﹂︑﹁信頼拡げる全菓連﹂︑

菓 連 ﹂︑﹁ 信 頼 回 復 の 全 菓

る全菓連﹂︑﹁信頼しあう全

できる全菓連﹂︑﹁信頼重ね

かかげ︑二年ごとに﹁信頼

毫し︑一面にスローガンを

出来ません︒

たことは︑今も忘れる事が

から大変なお叱りを頂戴し

しながら元全菓連の一役員

十四日のことでした︒しか

て一年後の平成十四年六月

ダル及び全菓連の徽章もデ

治芸術学部長に表彰状とメ

平学長を審査長とし池田政

いと︑東京芸術大学宮田亮

連で独自の表彰を新設した

りました︒姫路博から全菓

万人より五割増の盛況とな

深くいたしました︒

相以来のことで大変感銘を

頂戴しましたことは大平首

を出していただき︑祝辞を

新年会には首相としてお顔

を離れられましたが昨年の

した︒首相ご就任後は顧問

ました︒

ります︒ありがとうござい

き只々感謝の念で一杯であ

を十三年過ごさせていただ

いのない理事長・社長時代

栄誉は偏に長年に亘る皆様
その後︑理事を七年︑副理

は既に面識がありました︒

力いたしました︒対外的に

される全菓連になるよう努

Ｒし︑組合員の皆様から愛

・同妃殿下・彬子女王殿下

熊本では名誉総裁寛仁親王

とともに特別顧問に就任︑

熊本と姫路では千宗室様

全国菓子大博覧会の九州

で作成︑メダルは大阪造幣

揮毫の表彰状を透かし入り

修久講師︵高知大学教授︶

ザインしていただき︑北川

ん︑長野の大窪さんにも受

るようにし︑愛媛の伊狩さ

副理事長も受付けてもらえ

申請が出来ませんでしたが

ては理事長のみしか叙勲の

また︑従前は全菓連とし

も口ずさみながら︑天より

で始まる﹁青春の詩﹂を私

十三年五月十八日全菓連理

る全日本菓子協会とは一線

ら中小零細まで網羅してい

は全菓連は大手菓子企業か

た昨年の広島では寛仁親王

出来ず︑私が大会長となっ

のご病状が芳しくなく拝顔

が︑姫路では寛仁親王殿下

のお三方ご光臨賜りました

理事になられた千田さんに

とお三人が順次入れ替り︑

さん・矢部さん・山本さん

事務局も専務理事は増田

うにしてまいりました︒

に配布購読していただくよ

面も多色刷にし︑全組合員

に就任︑菓子工業新聞の紙

いたしました︒

が安心できる環境づくりを

ビルとしてテナントの皆様

に入居していただき︑耐震

工務店の作業事務所を二階

施︑且施工業者である竹中

本大震災後耐震工事を実

ールを白色に改装し︑東日

段まわり・エレベーターホ

ビルの方は玄関入口・階

感ずること︒深く感じて忘

※感佩・かたじけなく心に

理事長・岡本楢雄

がとうございました︒

ります︒本当に長い間あり

であり︑感佩にむせんでお

幾重にも感謝の念で一杯

させていただきます︒

申し上げ︑退任のご挨拶と

倍するご厚情を切にお願い

ので︑どうか皆々様の旧に

は︑他方の締約国に速やか

い減少が予見される場合に

食料の輸出量について著し

①一方の締約国は︑重要な

な食べ方を教えてください︒

る際のこだわりやユニーク

２．あなたがお菓子を食べ

子を一言でいうと何ですか︒

いう組み合わせが多く見ら

トチップスには炭酸飲料と

ー︑ケーキには紅茶︑ポテ

チョコレートにはコーヒ

与えられた時を元気に﹁青

事長・全菓連共済ビルヂン

を画すべきで︑一緒にはな

殿下が薨去され︑その第一

は大変お世話になりまし

このように数えればきり

れないこと︒

章していただくルートを作

Youth is not a time of
life , it is a state of
mind

ー元帥が愛唱していた

からのご支援があってのこ
事長を一期二年務め︑平成
局の純銀製で好評を博しま

きたアメリカのマッカーサ

今後︑終戦直後進駐して

とが出来ました︒この度の

とと︑衷心より感謝申し上

した︒

げる次第であります︒誠に
ありがとうございました︒

日本菓子専門学校の理事

全菓連に
﹁さようなら﹂
するにあたり

つきましてはこの叙勲を

理事会にお図りしたとこ

グ社長に就任させていただ

れないと入会を拒んでいた

子彬子女王殿下を名誉総裁

がなく︑思い出は走馬燈の

春﹂で送りたいと存じます

ろ︑後任に長野県菓子工業

きました︒三代目鶴木理事

のでしたが︑仲よく一緒に

にお迎えしました︒入場者

た︒顧問は最初に加藤紘一

如くかけめぐりますが︑悔

り上げました︒

組合理事長で現在全国菓子

長から古谷理事長に交替さ

なることが業界発展の礎と

先生︑その後︑安倍晋三先

・評議員には平成十年十一

工業組合の副理事長をお務

れましたが︑以前から積み

なると信じ︑全菓連三役全

は姫路の九十二万人には及

生にお引きうけいただきま

を及ぼさない範囲で︑豪側

て︑国内産業等への悪影響

性質及び予定適用期間を通

行う理由︑当該輸出規制の

限り早く︑当該輸出規制を

る観点から︑本条の規定に

規制の導入・維持を回避す

年後に︑重要な食料の輸出

の観点から︑①にいう事項

安定的な貿易を支援すると

②両締約国は重要な食料の

に通報する︒

︻調査結果概要︼

ださい︒

なと思うお菓子を教えてく

３．あなたがあったらいい

ひたす／まぜる／冷やす／

べ方は﹁かける／くだく／

３．お菓子のユニークな食

れた︒

月九日全菓連から久方ぶり

めいただいております大窪

残されていた課題もありま

びませんでしたが八十万七

皆様へ感佩の念をささげます

幹夫様が満場一致で決定さ

したので︑私が就任するや
員を全日本菓子協会の役員

千人を数え︑熊本の五十六

花道とし︑来る五月二十七

れ︑私の退任も希望通りご

に迎えていただき入会いた

以て退任するべく三役会・

承認いただきました︒本当
﹁信頼される全菓連﹂をス

しました︒理事長に就任し

て枠外税率の半分に削減︺
１８０

温める﹂

と一定の合意︒

アイスクリーム

１．私にとってお菓子は︑

日まで﹃お菓子のアンケー

をした︒

つの質問︵自由回答形式︶

案内し︑お菓子に関する３

砂糖に関する正しい知識も

関する啓発コラムを設け︑

キャンペーンには︑砂糖に

﹂上にて実施した︒同
.com

ホ ー ム ペ ー ジ﹁ お 菓 子 ナ ビ

物の組み合わせにこだわる﹂

だ わ り は︑﹁ お 菓 子 と 飲 み

２．お菓子を食べる際のこ

ていた︒

消・発散がより重要視され

いう︑疲れやストレスの解

れるから﹁幸せ﹂になると

・ストレスを﹁癒して﹂く

は︑お菓子が心や体の疲れ

回答でしたが︑中・高年層

とダイレクトに結びついた

若年層︑﹁お菓子＝幸せ﹂

無作為抽出︶

総数１９４︐９６３通より

○集計票数・１千票︵応募

通利用の一般生活者

ラッグストア︑生協等︑流

○調査対象・スーパー︑ド

方式で実施

ンペーン応募型アンケート

○調査方法・オープンキャ

︻調査概要︼

う回答が数多くみられた︒

る︑また一手間加えるとい

菓子に何かを加えて食べ

お菓子単独ではなく︑お

﹁癒しであり︑幸せにして

報 し︑・ 他 方 の 締 約 国 の 要

に関し協議を行う︒この協
請より︑当該輸出規制に関

議には︑必要に応じて民間

２．食料供給章
拡大︶

略

ついて見直しを行う︒
⑴輸出規制

する協議を行う︒

全日本菓子協会では︑お

トに答えて賞品を当てよ

︻質問内容︼

年間かけ

菓子及び砂糖の正しい理解

う﹄キャンペーンを︑全国

１．あなたにとって︑お菓

︹枠内税率は

内で生産が不足した場合に

を啓発するため︑需要拡大

のスーパーマーケットや和

⑶食料供給に関する協議

行う輸出規制を適用しよう

に役立てることを目的とし

洋菓子店などの店頭︑及び

けて関税を２割削減
◎砂糖
〇一般粗糖︑精製糖
の見直し
精製糖製造

場合にも輸出規制を新設︑
維持しないように努める︒
②一方の締約国が︑輸出国

お菓子に対する意識調査を実施



〇高糖度粗糖

と す る 場 合 に は︑・ 当 該 輸

月

た菓子需要喚起キャンペー
豪側の関心品目につい

〇その他の品目

輸出国内の生産が不足した

用について一般粗糖と同様

出規制を必要な範囲に限定

ンを開催︒２０１３年

・ブルーチーズ

に無税とし︑調整金水準は

す る よ う 努 め︑・ 当 該 輸 出

将来

糖度に応じた水準に設定︒

規制を適用する前に出来る

きる︒

⑵投資の促進及び円滑化
①重要な食料︵粉乳・バタ

③この協定の発効日から十

年間かけて

ー・チーズ等の乳製品︑小

㌧↓２千㌧︵

て枠外税率の半分に削減︺

麦・大麦︑砂糖︶について︑

くれるもの﹂

年間か

団体を参加させることがで

全国菓子工業組合連合会

にありがとうございました︒
ローガンに掲げました︒毎

年間かけ

月発行の菓子工業新聞を揮

関税

㌧↓

︹枠内税率は

顧みますれば平成四年六

３︺

月十二日︑大阪府菓子工業

日開催の通常総会終了時を

in


輸入品＝１

〇プロセスチーズ等

プロセスチーズ

・枠内の取り扱い

割当を導入
用要件を満たすことを条件

年間かけて拡

年間かけ

２
年間

おろし及び粉チーズ

て枠外税率の半分に削減︺

︹枠内税率は

大︶

１００㌧︵

にした関税割当を導入︒

日豪ＥＰＡ農林水産品の合意内容

関税撤廃等の対象
・枠内の取り扱い
４千

年間かけて

プロセスチーズ用
㌧↓２万㌧︵
拡大︶

１

００トン↓１千㌧︵

年間かけ

10

10

10

１．物品市場アクセス
◎コメ
から除外
◎小麦
食糧用・将来の見直し

シュレッドチーズ用

年間かけ

かけて拡大︶

千㌧↓５千㌧︵
て拡大︶

︹枠内税率は

削減︺

て枠外税率の３割〜半分に

︹ 枠 内 は 無 税︑ 国 産 品

１千

３・５︺
無糖ココア調製品

輸入品＝１

年

フローズンヨーグルト
１００㌧↓２００㌧︵

年間かけて

間かけて拡大︶

㌧↓３千㌧︵

︹ 枠 内 は 無 税︑ 国 産 品

拡大︶

﹁あなたにとってお菓子とは⁝﹂

１日から２０１４年１月

14

飼料用・食糧用への横流
れ防止措置を講じた上で民

将来

間貿易に移行し無税化︒
◎乳製品
〇バター︑脱脂粉乳
の見直し
〇プロセスチーズ及びシュ
レッドチーズ原料用ナチュ

一定量の国産品の使

11

ラルチーズ︑無糖ココア調
製品

報

10

10

50

10

10

速

10

10

20

10
10

平成26年５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902号

同法施行に伴い証明団体

２．設備メーカーが同工業

証明書の発行依頼を行う。

様）が当該設備メーカーに

１．設備ユーザー（組合員

〇手続きの流れ

が受けられる。

とし、使用する指標は工業

における旧モデルとの比較

ことの確認（同一メーカー

以上）要件を満たしている

・生産性向上（年平均１％

ていることの確認。

・最新モデル要件を満たし

税制についての問合せ先

◎生産性向上設備投資促進

可能性がある。

１代前モデルも対象になる

◎証明書についての問合せ

０１―１５６０）

局産業再生課（０３―３５

３―４３３３）

機械工業会（０３―６６７

平成

年１月

日に施行

で）

加盟学校要覧とポスター配布

次世代を担う意欲ある若人

また、和洋菓子業界では

•••••••••••••••••••••••••••••

協同組合日本製パン製菓

先

である協同組合日本製パン

会に証明書の発行依頼を行

ーを全国の高等学校に掲示

ケース、フリーザー、ショ

〇器具・備品…冷蔵ショー

は菓子類製造装置」

用設備のうちの「パンまた

〇機械装置…食料品製造業

◎対象設備

向上していること（生産性

※生産性が年平均１％以上

※最新モデルであること

〇要件

確定申告書に添付する。

様）は転送された証明書を

３．設備ユーザー（組合員

設備ユーザーに転送する。

い、工業会発行の証明書を

法人・個人事業主

１．資本金３千万円以下の

用できる。

下の上乗せ、拡大措置が適

択でき、税額控除では、以

時償却または税制控除が選

設備」に該当する場合、即

対象物件が「生産性向上

上乗せ措置

税額控

◎中小企業投資促進税制の

会等の判断による）。

全国約５０４０の高等学校

（写真）を新しく作成し、

学校要覧と掲示用ポスター

このほど同センターの加盟

（理事長高井和明氏）では、

に最も適した学校である。

要な理論や技術を学ぶため

り、菓子づくりのために必

各校は同センター会員であ

同要覧に収載されている

学校の特色、募集要項、募

話、ＦＡＸ、ホームページ、

○校名、所在地、交通、電

通り。

進学を教示してもらう。

活用して頂き、菓子学校の

円以下の法人

税額控除７

２．資本金３千万円超１億

学費など。

いて、学校見学について、

得について、就職状況につ

集人員、選考方法、資格取

同要覧の掲載項目は次の

指導の際、加盟学校要覧を

していただくと共に、進路

ックフリーザー（急速冷凍

＝「単位当たりの生産量」

除

を求めているため、ポスタ

日本菓子教育センター

庫 ）、 ブ ラ ス ト チ ラ ー、 ド

「精度」「エネルギー効率」

※一定の金額以上であるこ

％（適用拡大・７％上乗せ）

に配付した。

ゥフリーザー、コールドテ

等）

と

日本菓子教育センター

ー ブ ル（ 台 下 冷 蔵 庫 ）、 食

機、容器・器具洗浄乾燥器、

・機械装置：１６０万円

◎対象者

簡単な手続きで税制優遇

怠れば負けることになる。

は競争です。だから対策を

◎工業会等での確認内容

つ合計１２０万円）

ることになる。競争が自由

供給を上回れば供給が増え

回れば淘汰が起き、需要が

関係では、供給が需要を上

装置では最新モデル以外に

※ソフトウエア組込型機械

が適用される予定。

と思うのです。

改善に取り組んで頂きたい

負けない農業にするための

て考えるのも一つの方法。

っても無理だと思うが、日

外市場を目指しては、と言

にいきなり、このように海

出を考えたことがない農家

新聞３月

日 付 ）。 海 外 進

を始めるようだ（日本経済

連で、さらっとして、口に

前、夏場に売れる商品の関

▼話はかわりますが、以

人材も、必要だと思う。

きる農業にすべく取り組む

ろう。もちろん、競争がで

を取りつなぐ人材が必要だ

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

が、相手国も同様の事情を

世界を席巻するような大企

▼日本の商品の品質が良

本の品質の良い農産物が海

※リースの場合も税制控除

抱えて交渉に臨むので、互

業でも、対策を怠れば、衰

いことは良く知られてい

青色申告している法人・

この話を聞いて、これは大

いが妥協できる道を、交渉

であれば厳しい競争が起こ

る。中国の個人による日本

全菓連だより
▼ＴＰＰの件を、本欄で
取り上げるのはその趣旨を
超えると思われるかも知れ
ないので、以下は参考程度
にみて下さい。４月中旬の
あるテレビ局のニュース番
組でのこと。同番組のニュ
ースキャスターが、ＴＰＰ
（環太平洋経済連携協定）
交渉は関税率以上に大切な

導くことだ、と老外交官に

い差で自国に有利な決着に

』のきわど

コ ラ ム が あ っ た。「 外 交 の

は、物事が前に進まないこ

が何でも反対だというので

ろう。だが、不満だから何

種によっては不満が出るだ

限らず相手国の中でも、業

保護だけでは限界があるか

はない。農業を守るには、

点張りにすべきと言うので

しいから、いますぐ競争一

性を一気に上げることは難

思うのです。農業で、生産

というわけにはいかないと

要になる。それで現在は、

らないようにすることが必

が起きてくれば、独占にな

ため、供給過剰になり淘汰

るなどの弊害が出る。この

が無くなり、価格が高くな

やすい。独占になると競争

品などの人気が高いのが理

に粉ミルクやおむつ、化粧

や機能に支持が集まり、特

る。これは日本製品の品質

個に達していると言われ

年間５００万から６００万

からのネット通販利用は、

の商品、サービスの海外展

おいて高い人気を誇る日本

食、伝統技術など、海外に

を作ることも大切だ。日本

海外販売ができるシステム

いはずはないと思うので、

外の市場で受け入れられな

に売れると話していまし

場は「かき氷」が飛ぶよう

老舗の和菓子屋さんが、夏

いたので紹介します。ある

の関連で、興味ある話を聞

リームの話をしました。そ

残らないおいしいソフトク

新聞（４月

聞いたことがある。軍事力

とになり、建設的な意見と

対

を背景とした脅しや交渉術

は言えない。国と国が交渉

奥義は『

対

24

方向で、反対だった人も、

し、合意したなら合意した

た問題は、建設的に前向き

げて行く中で、新たに生じ

ら、競争をして生産性を上

ような改善を行えば淘汰が

られている。競争が起こる

独占禁止法などの対策が取

ディングスは中国最大の物

応するため、ヤマトホール

由のようだ。この需要に対

ような組織があるが、農家

㈱海外需要開拓支援機構の

開を出資などで支援する、

「かき氷」は美味しいです

自慢の餡を使うので、この

し、自分のところで作った

た。名水で作った氷を使用

』といった
大差で勝った気になったと

前に進めるための対策を考

にこの制度を利用して海外

対

しても、相手の恨みを買い、

流会社、中国郵便集団と提

われていたが、どんなこと

恒久的な国益にはつながら

起きるので、農業を離れる

全菓連理事・千田仁司

よと言われていました。

でしょうか、と解説者に聞

な方向で対策を考える。そ

展開を図ってはと言うのも

いた。解説者は、ＴＰＰ参

える必要があると思うので

難しいことなので、この間

ない」としていた。国と国

携し、日本企業の商品を中

加国で作る経済圏に将来、

国全土に宅配するサービス

す。

人の対策が必要になる。ま
との交渉は、自国の利益を

た、中山間地と平地は別け
考えた厳しいものになる

▼経済活動は、基本的に

中国を引き込んでいくこと

うした体制に改善すべきと

』や『

を駆使して一時的に『

49
20

90

51
80

思うのです。需要と供給の

10

でしょう、と答えた。私は

ことがあると安倍総理が言

19

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

万円以上か

事なことだから、ＴＰＰ交

の中で考えていかなければ

り、往々にして弱肉強食に

０万円（単品

渉がまとまらなくても良い

退或いは倒産することもあ

なり、寡占化、独占となり

個人事業主

と考える人はいなくなるだ

ならない。そして大事なこ

る。それ故、農業だけが競

◎最新設備の要件

ろうと思った。また、産経

争しなくても良い、例外だ、

・工具及び器具備品：１２

容器・器具洗浄脱水機

％（３％上乗せ）

品洗浄機、容器・器具洗浄

を開始した。

経済産業省経済産業政策

製菓機械工業会は、以下の

年４月１

ついて、以下の税務上のメ

対象設備にかかる証明業務

控除４％（平成

リットがある。

日か

28

年３月末日ま

○即時償却または税額控除
年１月

％または税額

年３月末日まで）

日から平成

の「産業競争力強化法」に

設備投資を考えている組合員へ

基づき「生産性向上設備投
５％（平成

生産性向上設備投資促進税制のご案内

資促進税制」が創設された。
ら平成
○特別償却

29

とは、交渉をまとめること

先端設備の要件確認スキーム

同 制 度 で は、「 生 産 性 向 上
が見込まれる設備投資」に

工 業 会 等

設備メーカー

20

20

設備ユーザー

10

26
50

経済
産業省

だと思う。その結果自国に

30

③証明書発行
④証明書の転送

設備の種類･用途
又は細目ごとに
業界団体を指定

所轄の
税務署

（性能要件等の分かる
資料を添付）

28

定期的に証明書
発行状況を報告
⑤税務申告の際、
確定申告等に
証明書を添付する
ことが可能

日付）に次の

④´設備の取得等

26

②設備の確認・
証明書発行依頼
①証明書の
発行依頼
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（３） 平成26年５月15日

全菓連では、震災復興を進めている石巻市を訪問、

細い道路と鳥居の下は２２

がある。児童たちが逃げた

う山で、３ヶ所から上る道

きものが見えたのは、砂ぼ

見ていた。最初に津波らし

が来る」と海のほうばかり

山に避難した方々は「津波

山の上からは、海が見える。

の人が避難してきた。この

ばかりではなく、たくさん

いる。日和山にはこの地域

た。もちろん声は届かない

を求める多くの方々がい

こえた。それと共に、助け

れてくる」という悲鳴が聞

く る 」「 お ら の う ち も 壊 さ

で「助けて、うちが流れて

いく様子を見て、あちこち

自分の家が流され、壊れて

増えている。それと共に、

のアパートに行きたい方が

は家を建てるよりも、公営

せかされている状態で、今

は「住宅か、代替地か」と

恵を集めている。ここの方

どういう公園にするのか知

公園を国に申請しており、

た。お孫さんは力を振り絞

物や水を得ることができ

なっていて、そこから食べ

蔵庫があって開けたままに

が２階におり、たまたま冷

る。おばあさんとお孫さん

あった。奇跡といわれてい

と高校生のお孫さんの家が

石 巻 の震 災 と復 興
齋藤敏子氏（石巻観光ボランティア協会会長）の説

た。門脇小学校は津波の被

３百人の方々が住んでい

ここは１７４０世帯、４千

る。更地が広がっているが、

をして市場を再建してい

っと１１０社ほど建て直し

に２０７社あった工場がや

は、南浜・門脇地区だ。港

一番被害がひどかったの

したら津波に遭遇して、亡

に道が見える。日和山とい

手にお墓があり、その後ろ

難の準備を始めた。学校左

児童全員を校庭に集めて避

断し、防災無線が鳴る前、

校長先生は津波が来ると判

時、地震の揺れを感じた。

卒業式の練習をしている

していたが、ほかの学年は

低学年の１、２年生は下校

けた。全校生徒３００人で、

が発生し、中は真っ黒に焼

とができないので、皆さん

きた。新聞社も印刷するこ

名くらいの方が亡くなって

なった。ここだけで４１０

波にのまれてお亡くなりに

う」と思った方が多く、津

「２階にいれば大丈夫だろ

何の被害もなかったから

津波が来た時も、この辺は

が出てしまった。チリ地震

た児童の中では７名犠牲者

和山に逃げたが、早く帰っ

きた。学校にいた児童は日

ってこの辺の方々は避難で

つい道がある。この道を使

０段の石段、それと崖のき

から「すいません」と声を

消防の方が救助に来ていた

ご遺体があった。自衛隊や

しゃっていたが、至る所に

こんだ。山の上の方々は、

を立てて、次々と家をのみ

まりもなく、ばりばりと音

ったそうで、住宅はひとた

波の時速は

キロの速さだ

時は真っ黒い波だった。津

が襲いかかってきた。その

こから、今度は大きな津波

だんだん引いていった。そ

気持ちで見ていたら、水が

うものかな？」と不思議な

だ。「 え、 津 波 っ て こ う い

のが一斉に舞い散ったそう

こり、土ぼこりのようなも

全部なくなった。萬画館ま

脇には、映画館もあったが、

石ノ森章太郎の萬画館の

難した。

９時過ぎになると学校に避

住宅危険区域である。国立

方がいる。この地域は現在、

ると、一歩も足が動かない

いという。今でもここに来

痛みがなかなか忘れられな

子を見ていた方々は、心の

２人と波にのまれていく様

きない。その人たちが１人、

けれど、自分たちは何もで

と叫んでいる様子が見えた

手を振りながら「助けて」

たそうだ。何人もの方々が

るしぐさが山の上から見え

が、手をあげて助けを求め

橋を架け代える計画がある。

になっており、上流に別の

ので、大型バスは通行止め

態だった。橋は随分傷んだ

あるのだろうか。

かで、線引きをする必要が

叫びたい気持ちだが、どこ

帯が危険区域ではないかと

という格差がある。ここ一

が、こちらはそうではない

険区域は国から補償が出る

るが、補償が大分違う。危

を建ててもいいとされてい

している。土盛りをして家

土地の持ち主が測量などを

危険区域ではない場所は、

していただきたい。３年後、

ひこの様子を皆様でお話し

風化が進んでいるので、ぜ

子を見ていただいた。今は

こと。これが、おばあさん

さんにぐるぐる巻きにした

所にあったマットをおばあ

く、雪が降って寒い中、台

べ物を与えたばかりではな

ていたのは、お孫さんが食

時に消防の方が大変感心し

ースとして扱われた。その

で助けられて、大きなニュ

消防団の耳に届いた。それ

その声がやっと９日ぶりに

って毎日、叫んだと思うが、

明をいただき、被災地を視察しました。

害もあったが、夕方に火災

くなった人がいた。この上
で知恵を絞って考えたのが

かけると「命ある人を助け

年くらい続い

歴史が古く百

聞社がある。

に石巻日日新

そうだ。ここ

えてつくった

きるように考

すぐに避難で

本大震災とはられていると

の高さを示している。東日

に白いポールがあり、津波

壁 が 見 え る（ 写 真 ）
。そこ

「がんばろう石巻」という

日和山に向かう途中に

アの方々に賞賛いただいた。

いうことで、外国のメディ

らしい記者魂を発揮したと

いう状況にあっても、素晴

てきた瓦れきがガソリンと

にも車があったので、流れ

した。それで二重にも三重

離れて置きっぱなしで避難

波が来ると、皆さん車から

くここにあったからだ。津

たのだが、理由は車が物凄

部解体された。火災が起き

た。この文化センターは全

れたそうで本当につらかっ

るのが優先だから」と言わ

された船や家屋でひどい状

では火は来なかったが、流

家族と連絡がとれないの

また、避難所に行っても

やっとだった。日和山にも

延焼しないようにするのが

ので、山の上から放水して

続けた。消防車は入れない

助かった

歳のおばあさん

終わりに
本日は、石巻の震災の様

「男のかしわ餅」 販

売

神奈川県菓子工業組合

「男のかしわ餅」販売ポスター

といわれている。

４年後、石巻がどのように

復興したかをまた見に来て
いただきたい。

日～

神奈川県菓子工業組合で
は組合員限定で４月

徴。

ｇを目安に、販売価格

ールした。

ターを無料で配布し、アピ

販売にはのぼり旗とポス

いと設定した。

も１８０円以上であればよ

は

シピ講習会を開催し、重量

市技能文化会館においてレ

３月

日には事前に横浜

ちごを入れていることが特

は、いちご大福のようにい

を販売した。男のかしわ餅

５月６日に「男のかしわ餅」

26

先月号より続く。

高台には日和幼稚園があ

壁新聞だった。６日間続け

ている新聞社

ころで６・９ｍとある。門

ぶつかり、火災が起きたと

た。新聞記者

で、水が引くとたくさんの

火が燃え移りそうだったの

31

南浜・門脇地区

った。この道を通って園児
には日本製紙の社宅がある

たので、６枚になった。こう

だ。地震当時、

脇小学校は７ｍまで津波が

も同じ思いだ

人が文化センターを訪ねて

で、避難した方々は夜８、

が低体温になるのを守った

を送ってきたが、５名を乗

あった場合、

が、工場を建てる時に何か

石巻の人々は

来ていた。

ったので、水

きた。終戦後のような状態

•••••••••••••••••••••••••••••

全く情報が得

が引く前に石

だったと年配の方々もおっ

80

いわれている。３日間燃え
られなかっ

巻の情報をと

この地域に、９日ぶりで

せたまま幼稚園に戻ろうと

その④

にかく集めて

80

50
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第902号

地域に愛される菓子店を目指して

年 ）。 創 業 者 の 父 が、

当時の鉄道弘済会へまんじ

和

福々和本舗

地域密着型の菓子店を創
業したのは１９５６年（昭

開通に伴い、サービスエリ

た。また、東北自動車道の

み重ねて礎を築いてきまし

長経済の波に乗り実績を積

ゅうを納入しながら高度成

響もあり営業利益の減少

がてライバル店の進出の影

薄利多売の経営が続き、や

７割以上を占めていたため

が、卸依存が強く、全体の

り上げは増加し続けました

直販の営業方針に少しずつ

重ねながら、卸に頼らない

施し、製造商品の見直しを

性から数回の店舗改築を実

その頃、方針転換の必要

るようになりました。

で、経営の見直しを迫られ

先生の処女作の「福島夜曲

誉賞第一号です。その古関

福島市生まれの福島市民栄

故人「古関裕而先生」は、

ないほどの曲を作曲された

品を紹介します。数えきれ

お客様に支持されている商

が創業以来の茶まんじゅう

です。「福々和まんじゅう」

和本舗」の原点は和菓子屋

なりました。しかし、「福々

て、今では看板商品にまで

いお客様からご好評を得

感が好評で若中高年の幅広

でこれも幅広い層から長年

ア売店での販売で当社の売

（ せ れ な あ で ）」 を、 果 物

害も少なからず受けていま

変えてきました。現在では、

したが、やや回復の兆しが

福島原発事故以来風評被

作した「福島夜曲」を菓子

見えてきました。今後も地

にわたり愛用されています。

処「福々和本舗」で製造販

王国をイメージしたリンゴ

以 来、 福 の 神 の「 福 」・

売、地域に根差したお土産

が詰まったガレット風に創

幸 せ の「 福 」・ 家 族 団 ら ん

域特性を生かし、お客様に

直販が９割以上を占めるま

の「 和 」 の 意 味 を 込 め て

菓子として順調に販売実績

でになりました。

「福々和本舗」を店名にし

愛される美味しい菓子創り

事長・佐久間功

福島県菓子工業組合副理

おります。

を続けていきたいと思って

を積み重ねています。
また、当店は、和洋菓子

て地域に愛される菓子店を

半々の品揃えをしています

目指し「美味しさを追求し、
夢と喜びにあふれた感動す

が、

売したところ、その軽い食

乗せたシュークリームを発

年前にビスケットを
るお菓子創り」を常に心が
けています。
当店独特の菓子を開発し

ラリーは連日賑わっていま

くの観光客や来場者でギャ

•••••••••••••••••••••••••••••
新設 石川県菓子文化ギャラリー

り離せない存在であります。

の菓子は今も日常生活と切

石川の菓子の隆盛は、江

す。

今回新設した菓子文化ギ

兼六園
近くに

ャラリーは、金沢城と兼六

和菓子の風習や道具を展示紹介

戸時代に加賀藩が奨励した

園のすぐそばという立地

た。元気な挨拶でお客様を

茶道に始まったとされてい

も有名な、名物「高遠まん

ギャラリー」をオープンい

ます。初代加賀藩主の前田

日、石川

たしました。北陸新幹線金

年２月

沢開業まで１年を切った現

平成

県菓子工業組合（小出進理

お迎えする姿に高い評価を

事長）は金沢市の兼六園す

頭」が古くから作られてい

また、数年前までは、秋

で、こうした菓子の風習と

頂きました。

利家公や２代利長公は、高

は忙しく、朝から晩まで製

在、気運の高まりの中で多

文化をわかりやすく知るこ

ぐそばに「石川県菓子文化

とができる展示コーナー

に行われるイベントでは、

名な茶人である千利休の影

で、エントランスでは嫁入

極的に対応するとともに、

造に追われます。お土産の

響を受け、茶事文化に精通

り道具運び入れ時の習わし

組合員が一丸となって「石

各組合員が制作した工芸菓

していました。それゆえに、

である菓子箱「蒸籠」と挙

県内各地の代表銘菓や青年

川の菓子」を全国に発信し

子を小規模ながら展示して

器や菓子など茶の湯にまつ

式当日に使用される「花嫁

部が創作した珠姫てまりや

て菓子処としての地位を堅

消費が年々少なくなる中、

わる優秀な職人たちが、加

のれん」がお出迎え。ギャ

旨石、落雁の木型などの菓

固にし、石川県の魅力をさ

ここ数年は一箱の内容量を

ます。特にお花見の時期に

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

名物高遠まん頭

年二十数万人の観光客が訪

数百年の歴史を後世に繋ぐ

「 天 下 第 一 の 桜 」 で、 全

この地ではお土産として

れる桜の名所です。

賀藩に集められました。こ

ラリー内では、お正月にお

子道具、さらには精巧な工

らにＰＲしてまいりたいと

きました。今年は是非とも

うした武家の洗練された菓

もてなしや贈り物に使われ

芸菓子などが展示され、見

減らして、お客様がお求め

子文化が武士から庶民へと

る、前田家の家紋である剣

る人を楽しませております。

復活させようと、杯を交わ

広がり、やがて菓子全般へ

梅鉢をかたどった最中「福

しながら策を練っておりま

と大きく花開きました。茶

梅」、お祝いに飾られる砂糖

やすいように工夫しており

高遠菓子商組合は、かつ

の湯文化が盛んであるほ

思 い ま す。（ ギ ャ ラ リ ー 詳

か、菓子にまつわる風習も

年の北陸新幹線金

をいただいており、それぞ

悲しみを重ねるごとに菓子

ど人生と四季折々に喜びや

長過程の節目、冠婚葬祭な

縁起菓子「辻占」をはじめ、

代後期から始まった正月の

た「 五 色 生 菓 子 」、 藩 政 時

珠姫が輿入れする際作られ

常公に徳川秀忠将軍の息女

し、新しい時代の潮流に積

歴史ある資産を有効に活用

営々と培われてきた伝統と

年を目前にして、今日まで

沢開業並びに組合創立

平成

菓子「金華糖」、３代藩主利

ます。また、伊那市観光協

て十数軒が軒を連ね、味と

われている「高遠まん頭」

細は組合ホームページに掲

れの場面に欠かせない伝統

企画委員会・深沢大

石川県菓子工業組合事業

載
http://ishikawa.swee
）
tsplaza.com/

周

豊かで、子供の誕生から成

す。
協力させていただき、地域

技を競ってきましたが、近

を後世につなげることがで

石川県菓子文化ギャラリー

22

福々和本舗
国的に知られる長野県伊那
市高遠の高遠城趾公園は毎

17

会のイベントには全面的に

の産業振興に努めておりま

小麦粉を使ったおまんじゅ

るように、日々勤しんでお

数百年の歴史を誇ると云

いました。

年は三軒だけになってしま

す。
地元の小学校では「まん
じゅう作戦」と銘打ち、子

うを作ったり、城趾公園で

供たちが栽培して収穫した

販売体験を行ったりしてい

ります。

支部長・赤羽敏

長野県菓子工業組合高遠

ます。中学校では、臨時の
校庭駐車場でお土産の販売
やお茶の接待を行いまし

50

27

26

川
石

和洋菓子半々の品揃え

31

島
福
野
長

第902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）
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亀の甲せんべい老舗

まで商売を続けている老舗

その下関で幕末から今日

年ですが、

金を継ぐこととなりまし

と結婚したことが縁で江戸

代目社長の三野明彦氏の姪

仕事をしていましたが、５

リアなどに置かれており、

ト、スーパー、サービスエ

戸金の商品は地元のデパー

店名になったそうです。江

ん」と親しまれ、そのまま

をもっているそうです。

ンプルな分品質にこだわり

守り続けており、材料がシ

じです。創業以来の配合も

さがのこり飽きがこない感

ゃっていました。

好評を得ているともおっし

格安で販売する日を構えて

菓に「亀の甲せんべい」が

江戸金の創業から続く銘

て販売されています。

ように手頃な価格設定にし

観光客の方々が買いやすい

えば、下関に長く滞在して

す。そして店の歴史からい

馬伝」にも登場したそうで

はＮＨＫの大河ドラマ「龍

この「亀の甲せんべい」

熱い思いをこめて作ってい

「うにパイ」など下関への

ニを何層にも練り込んだ

い 」、 も う ひ と つ の 名 産 ウ

したかすてら饅頭「ふく笑

るふぐをかわいくデザイン

業者の増田多左衛門氏が江

が有名かと思います。

が、株式会社江戸金です。
た。入社して

ほかには下関の名産であ

創業は文久２年（１８６２）

戸の生まれで、幼名が金次

文久創業

今回お話を伺ったのは６

でいます。

江戸金の社名の由来は創

江戸金の経営を任されてい

ことから、古くより陸や海

代目の藤田敏朗氏です。藤

たということです。やっぱ

は不評でまた缶入りに戻し

と話してくれました。これ

る菓子としてつくり続ける

ら孫へと受け継がれていけ

て親から子へ、そして子か

ンを一掃し、リニューアル

変更とパッケージのデザイ

門の先生も交え、お菓子の

機構の応援を頂きながら専

した。そして県の産業支援

し、店頭での販売ができる

糧丸は各店のオリジナルと

思います。また、今回の兵

れ、高級感も増したように

したが今回は黒い箱に入

した。以前のものは巾着で

商品を知って頂くために試

箱６個入りとお客様にこの

当日の信玄公祭りでは１

ろ、多くのお客様に購入し

なるかと心配していたとこ

した。私たちはどのように

食を兼ね１個売りも行いま

ますが、売れ行きもよくリ

センターでの販売もしてい

また甲府市にある地場産業

て頂き評判も上々でした。

ようです。思い切ってリニ

ューアルをして良かったと

胸をなで下ろした次第です。

今後もこの武田兵糧丸を

大切に育てるとともに、今

以上に参加店舗が増えるこ

と願います。そして山梨県

菓子工業組合の看板商品と

して皆様に愛されるよう一

層努力して参りたいと思い
ます。

山梨県菓子工業組合副理
事・内田長久

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。

る方です。

における交通の要地であり

り江戸金の土産物といえば

からも日々努力を忘れず地

した武田兵糧丸が誕生しま

武田兵糧丸
す。それをお店の枠を超え

この度リニューアル
特色ある商品として販売し

ピーターのお客様も増えた

百年に一度と言われた大

信玄公祭りでの販売

雪にみまわれた山梨にも待

武田兵糧丸

てきました。販売当初は新

も取材を受け盛況でした。

そこで今まで育ててきた

祭りにむけて、組合員で何

加賀で育って76年

です。店舗販売はしておら

今回訪れたのは山口県の

ました。歴史でいえば、壇

FAX：083（223）0707

ず、卸業専門で商売を営ん

西部の中核市、下関市です。

TEL：083（223）0391

まんまろん

江 戸 金
下関市は関門海峡を挟んで

藤田氏は、これからもチ

る菓子もあります。

ャレンジ精神を忘れず、地

いた坂本龍馬も食べていた
でしょうと藤田氏はうれし

元の方々へ江戸金を再度知

あります。この菓子の特徴

そうに語ってくれました。

ってもらえるように地元に

郎だったため「江戸の金さ
は、絶妙な反りのある形を

この菓子は昔から缶入り

関した商品作りをすすめつ

田氏は以前老人福祉関係の

しており、軽い食感のせん

で販売していましたが、一

ノ浦の合戦、巌流島の戦い

べいで口にふくむとすぐ溶

時期リサイクルのことを考

缶 入 り の「 亀 の 甲 せ ん べ

元下関に根付いてがんばっ

つ、創業からの「亀の甲せ

い 」。 こ の こ と は 江 戸 金 を

ていただきたいと思います。

え紙箱入りに変えたそうで

愛しているお客様に教えら

んべい」をお客様が安心し

れたエピソードだったそう

橋宏暢

中・四国ブロック長・高
割れてしまったせんべいを

です。また地元の方々には

す。するとこれがお客様に

けていき、そして程よい甘

九州と対峙する位置にある

藤田敏朗氏

山口県下関市卸新町７－３

ち遠しい桜満開の季節が訪

しかしだんだんと組合員も

聞記事やマスコミ関係から

回信玄公祭り」が甲府市の

れ、４月５・６日と「第

舞鶴公園・甲府駅前を会場

なり、各イベントの参加も

忙しく商品の構成も難しく

できなくなってきました。

武田兵糧丸をさらによいも

回も話し合いを重ねてきま

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

10

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

亀の甲せんべい

江戸金
株式会社

ようになりました。

店舗データ

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。

ブランディケーキ

チーズカステラ

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。

に開催されました。

回目の信玄

公祭りを期に、組合員が協

のにするようにとの思いか

年の第

山梨県菓子工業組合でも

力しあい武田兵糧丸を販売

平成

して祭りを盛り上げてきま

ら、今年度の第

合員が戦国時代の保存食を

43

お菓子として作ったもので

回信玄公

した。この武田兵糧丸は組

40

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

43

梨
山
24

平成26年５月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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市販されていますが︑最近

いられ︑数多くのお菓子が

噌餡や米菓の調味用途に用

味噌は︑これまでにも味

ています︒

商品化して︑市場に出回っ

り︑酵素活性の測定や団子

用性について﹂の講義があ

主任研究員による﹁菓子利

ンター穀類食品科の高橋誠

り︑その後︑県食品研究セ

特性についてのお話があ

より無塩味噌の開発経緯や

ないと思われますが︑一般

目されていくことは間違い

で︑﹁ 無 塩 味 噌 ﹂ が 今 後 注

米粉パンへの利用も可能

が届いたように感じました︒

れ︑商品化へ向けて一歩手

り味噌を配合した特徴が表

﹃無塩味噌﹄使の
お菓子開発へ向けて！
用

れている方も多いのではな

は﹁和食﹂がユネスコの世

日︑新潟県食品研

県食品研究センターと共催で研修会を開催

いでしょうか︒

発酵食品で健康に良いと

催しました︒

テーマとして︑研修会を開

を使用したお菓子の開発を

研究体が︑塩を一切使わな

油㈱など産学官で作る共同

潟市南区にある石山味噌醤

財団を中核としながら︑新

このたび︑新潟市ＩＰＣ

塩味噌は今後ますます注目

ルも登場し︑健康に良い無

﹁和﹂スイーツなるジャン

界文化遺産登録を受けて︑

がありました︒

響を調査した結果等の発表

化抑制等︑物性に与える影

の経時硬化や冷解凍時の硬

味が打ち出せることを願っ

を重ねながら︑店独自の風

割高のため︑使用量の工夫

の味噌と比較し価格面では

た﹁ロールケーキ﹂や﹁まん
じゅう﹂など和洋菓子約

毎年開催している研修会
ですが︑組合員の関心は高
名の参加者は最後ま

で熱心に聞き入り︑何とか

く︑

たものを持ち寄り︑参加者

理事・蒲沢百合子

新潟県菓子工業組合専務

か︒

ってみてはいかがでしょう

推し進め︑消費の拡大を図

﹁無塩味噌﹂使用の商品を

いシニア層をターゲットに

思いますが︑健康志向の強

迷に悩むお店も多いことと

のひもが固くなり︑売上低

消費税増税で消費者の懐

でした︒

いかなど一様に真剣な表情

自分の店で使えるものはな

較ができ︑色調も褐色がか

スタードクリーム﹂との比

試作して頂き︑一般的な﹁カ

﹁カスタードクリーム﹂を

食品研究センターでも︑

わっていました︒

の食べ比べをし︑違いを味

たりと︑参加者はそれぞれ

味噌風味の﹁浮島﹂があっ

うや︑ほんのり香ってくる

風味たっぷりのおまんじゅ

舗の自由としたため︑味噌

味噌の配合などは︑各店

に試食をしてもらいました︒

種類ほどを組合員が試作し

ています︒

されることと思います︒

また︑無塩味噌を使用し

い﹁無塩みそ﹂の醸造技術
当日は︑石山味噌醤油㈱

を確立し︑昨年秋には一部

﹁無塩味噌﹂使用のお菓子

35

でっち羊かん

﹁ 大・小 ﹂大 １︑ ４ ０ ０ 円 〜

ちご大福・ショコラ

﹁でっち羊かんまつり︵い

おおのふるさと味物語に

か ん ︶﹂ が あ り ま す︒ こ こ

よう

８００円で販売しています︒
㈳大野市観光協会の主催

ブランド化を目指して

冬季限定で厚みのある板

来ないかとお客様から言わ

が出て来て手土産として出

ましたが︑おいしいと人気

に

に大野市菓子組合が参加し

流しで︑カットしてバラ売

れて薄い箱を組合で作成し

く

で企画した結の故郷越前お

りをしていました︒その当

ました︒箱入ができて好評

ゆい

月にコタツに入って食べて

時は︑黒糖は樽に入ってい

となりよく出るようになり

ています︒

頂いた︒﹁ボーナスの代り﹂
その後〝でっち羊かん〟

でっち羊かんは︑夏の水

す︒戦後︑秋の終わり頃か

になったように思います︒

羊かんに黒糖を混ぜた物で

de
おの冬物語のイベント越前

ら次の年の３月中頃まで製

てバラすのが大変でした︒

ました︒現在はぶ厚い箱で

最初はバラ売りをしてい

毎年年末になるとでっち

造しています︒

﹁従業員﹂の家族の方に正

でっち羊かん

第１回目は平成

年の２

年も２月

支部組合長・嶋田滋

福井県菓子工業組合大野

思います︒

頑張ってやっていきたいと

後大野市菓子組合員一同︑

指して頑張っています︒今

ち羊かんのブランド化を目

ます︒会頭の稲山氏はでっ

から補助金をいただいてい

大野市・大野商工会議所

間行われます︒

第一土曜日︑日曜日の二日

売でした︒平成

日間︑数量少なめの限定販

月第一土曜日︑日曜日の二

23
27

１︑
５００円 小７００円〜



熱心に聞き入る研修会

されている味噌ですが︑一

10

方︑塩分を気にして敬遠さ

業組合の共催で﹃無塩味噌﹄

究センターと新潟県菓子工

２月
25

潟
新
井
福
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（７） 平成26年５月15日

洋菓子講習
日本菓子専門学校

サブレ〉

直径

教師

【基礎編】
酒井 雅秀

ｇ

グラニュー糖…………

くし、粉糖、バター、全卵

ームを加え柔らかくしてい
③直径

焼成する

ナパージュヌートル

る

ふるった薄力粉も混ぜ加え

②牛乳、ヨーグルトも加え、

り乳化させる

る

レンゲを作り、混ぜ合わせ

③卵白、グラニュー糖でメ

した板ゼラチンを加える

②サワークリーム、ふやか

全に固まったらセルクルか

し再度冷凍して固める。完

④冷凍した③の中にＤを流

るようにＢを流し冷凍する

ップを敷き表面に模様にな

ｇ
く

㎝のセルクルにラ

を数回に分けて加えしっか

【工程】

③レモン果皮、レモン果汁

Ｅ〈仕上げ〉

ｇ

（Ａ）

ルージュ〉

全卵……………………
Ｂ〈クーリー

ｇ

①バターを柔らかくし、粉
を加える（レモン果汁を加

【組み立て】

ら外し、ナパージュヌート

イチゴ

ｇ

ピュレ

ピュレ……

………………

フランボワーズ

フレーズ
転化糖…………………

糖と混ぜ合わせる

ペクチン（ＮＨ）………１ｇ
ｇ
①Ａを直径

グにフォンサージュする

⑤焼き上げた②の表面にＢ

グラニュー糖…………

２台分
えるとアパレイユが凝固す
る場合があるので注意する）

ルで表面を覆う

②食塩を加え全卵を数回に

㎝タルトリン

ｇ

フロマー

木型は、よく見るとどれ

「 お こ し 」。 落 雁 は そ の 洗

ルーツの様なものの１つが

ります。昔からある菓子の

は、又、別の稿で。

商品開発の礎のような話

ドマーク。他との差別化、

焼き印もその店のブラン

は、経済産業省・特許庁よ

り「２０１４年度知財功労

賞特許庁長官表彰」を受賞
した。

役社長・梶原秀浩氏）の代

発に貢献のあった方に対し

権制度の発展及び普及・啓

知財功労賞とは知的財産
梶原工業株式会社・株式

表取締役会長梶原德二氏

会社

透明とあるうちの透明のみ

アカップ」ですが黒、白、

ンパックス「クリームルミ

ありました株式会社アンゼ

本紙４月号８面の記事に

斡旋品取扱いに
ついての訂正

詫び申し上げます。

をおかけしましたことをお

回全菓

ーション、綾・酒泉の杜

光ホテル、８日、エクスカ

宮崎大会、宮崎市・宮崎観

連青年部九州ブロック

６月７日、第

が斡旋品です。ここに訂正

日、県青年部総
会、静岡市・無庵

５月

行事予定

し、各組合員様にはご迷惑

•••••••••••••••••••••••••••••

人材育成に尽力した。

の知的財産権制度の普及と

長などを歴任し、中小企業

的財産戦略委員会の副委員

議所台東支部副会長及び知

献した。また、東京商工会

の知的財産教育の発展に貢

次世代の担い手育成と地域

立に尽力、副会長として、

区少年少女発明クラブの設

成６年には東京都初の台東

年の創造性育成に貢献。平

の理事などを歴任し、青少

同氏は発明協会東京支部

表彰を行うもの。

大臣表彰および特許庁長官

者表彰」として、経済産業

「知的財産権制度関係功労

カジワラ（代表取締

知的財産権制度の発展および
普及・啓発に貢献

梶原德二 氏「知財功労賞」受賞

•••••••••••••••••••••••••••••

⑥サイドにイチゴを飾る

分けて加え、乳化させる

Ｃ〈アパレイユ

③軽く沸騰したら火から下

る

ろし、レモン果汁を加え熱

①クリームチーズを柔らか

も精巧に出来ていました。

練された末の姿ですが、原

分

を塗り④をのせる

にする

②①の中にＣを流し込み１

④冷蔵庫で生地を落ち着か

（Ｄ）

ｇ

せる

③粉末アーモンド、ふるっ

ｇ

（Ｂ）

ジュ〉

レモン果汁……………

ｇ

食塩………………１・５ｇ
粉末アーモンド………

ｇ

８０度のオーブンで約

ｇ
①ピュレ、転化糖を手鍋に

①クリームチーズに生クリ

ｇ

た薄力粉を加えひとまとめ

粉糖……………………
バター…………………
全卵……………………
牛乳……………………
ヨーグルト……………
入れ熱をつける
②グラニュー糖、ペクチン

レモン果汁……………
レモン果皮………１／２個
をしっかり混ぜ合わせ、熱

薄力粉…………………
フロマージュ〉

クリームチーズ…１２０ｇ

を抜く

㎝セルクル２台分

ｇ

生クリーム……………
サワークリーム………

ｇ

板ゼラチン……………２ｇ
卵白……………………

甘さを加える飴が、素材
を接着する役割もしていま
す。自然食ブームの今が復
活のチャンスかもしれませ

よい素材を寄せたシンプル

ん。お菓子の原型として、
落雁と言えば、おこし種

なお菓子。ドライフルーツ

型から。

■新しいお菓子、着目は原

問が楽しみです。

が登場するのか、次回の訪

（Ｃ）

ｇ

直径

Ｄ〈ムース

を付けたピュレの中に加え

ｇ

ｇ

クリームチーズ…１５０ｇ

バター……………１２０ｇ

㎝タルトリング

タルト フロマージュ ルージュ
Ａ〈パート

ｇ

に並べることもなくなった
と苦笑いする店主ですが、
焼き印も菓子型もその店が
作ってきた菓子の歴史です。

の乾飯（ほしい）に話が遡

これらを使って、新しい菓

■菓子道具は美しい。

やベジタブルで鮮やかな今
風アレンジ、いろいろ考案
できそうです。

子は出来ないものかと店主

型の「おこし」を見つける

■ブランディングブーム。

に話すと、ちょうど、お菓

城戸翔寉（きどしょうかく）

のは、関西でも難しくなり

30
2014年度知財功労賞特許庁長官表彰

薄力粉……………２００ｇ
粉糖……………………

今では大きな落雁をお店

20

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

ウィークは、北の街でりん
ごと桜の花を同時に見るこ
とができました。花が舞う
と、一気に夏めいてくる北
国。いち早く半袖になりた
いとは、若者の弁です。
■型は店の歴史を伝える。
最近、焼き印を押した菓
子をよく見ます。どら焼き
などの餡の種類がわかる印
にしたり、季節変わりの菓
子をアピールしたりと、さ
まざまな使い方が見られま

12

40
14 45 45
10 13
10 35 45 70 30 80
20
45 25
35

ました。

その 229
５月
子の試作をはじめてみよう

16

12

35

とされていたとのこと。何

宮崎

花前線北上、ゴールデン

16

タルト フロマージュ ルージュ

16
20

す。店内の棚や台を見て廻
ると、壁にたくさんの落雁
の木型が飾られていて、よ
く使い込んだものなど多種。

静岡

75

平成26年５月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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全国菓子工業組合連合会青年部では︑第７回関
東甲信越ブロック埼玉大会で萩原史雄氏︵赤城乳
業株式会社営業本部マーケティング部次長︶を講
師に迎え︑﹁ガリガリ君のマーケティング戦略﹂

は１８１億円だったが︑２
０１３年は３７７億円と
年間で約２倍になった︒売
り上げが伸びた要因は︑新
工場にある︒テレビでも紹

ことのない人を︑いかにし

したい︒基本的に︑食べた

ーケティングについてお話

本日は︑ガリガリ君のマ

ましょ﹂で︑楽しんで食べ

企業メッセージは﹁あそび

屋︑食堂からスタートした︒

業メーカーで︑町のアイス

かし︑赤城乳業はアイス専

とした総合メーカーだ︒し

も盛んで︑北海道のロイズ

る︒コラボレーション商品

かき氷の赤城しぐれがあ

はある︒和に近いものでは︑

ガリガリ君以外にも商品

をテーマに公演を行いました︒
介されるが︑２０１０年に
稼働した﹁本庄千本さくら

て食べるようにするかとい

生チョコを使ったアイス︑

﹃５Ｓ﹄工場﹂だ︒

う活動だ︒今年︑アイスク
てもらいたい︒アイスメー

その①

で食べられるかき氷バーを

開発した︒最初は﹁ガリガ

リ﹂という商品名だった︒

しかし﹁ガリガリ﹂だけだ

とつまらないので︑現社長

が開発本部長の時に﹁じゃ︑

君を付けろ﹂と言われ︑ガ

リガリ君になった︒次に︑

キャラクターを作った︒最

初はゴリラみたいだった

が︑変化させて︑現在のか

わいいキャラクターに至っ
ている︒

また︑価格は発売の１９

円︑

円で︑

年まで
年から現在まで

８１年から

たいが︑ガリガリ君は庶民

リームは史上最高の市場規

バラエティに富んだ商品に

の味方なので︑安く供給し

不二家のカントリーマアム

ガリガリ君のもとは赤城

やミルキーを使ったアイ

しぐれだ︒赤城しぐれは子

カーなので︑夏場はパート

で︑東京に負けないよう︑

を含めて従業員が増える
ス︑サッポロ飲料の北海道

ほかの企業から学んでいこ

ていこうとなり︑来期も

消費税８％の時に値上げし

限定リボンナポリンという

供が遊びながら食べられな

円で決定している︒

ガリガリ君の誕生

が︑越冬社員と言われる冬

飲料を使ったアイス︑ネス

うとコラボレーションが盛

いので︑１９８１年に片手

真を撮り︑一生の思い出が

している︒田舎の企業なの

を越す従業員は３３０人

用アイス︒というように﹁あ

んである︒

抜ける﹂か﹁外す﹂か﹁期

代以上の高齢

模で︑特に
者が伸びている︒

会社の概要
だ︒本社は埼玉県深谷市に
レのミロとキットカットを

そびましょ﹂の精神のもと︑

の中から店にも来てもらえ

は伸びており︑２００３年

本数は約１億５千万本で︑

年︑ガリガリ君の年間販売

スタート時の２００４

したのか話したい︒

る︒どうお客様の数を増や

ネージャーで活動してい

ガリガリ君のブランド・マ

﹁もっと汗を︑もっと知恵

営業本部のスローガンも

で︑予算ゼロという厳しさ︑

ことだった︒当時は新部署

プを埋める︑つなげてみる

スとキャラクターのギャッ

見だ︒考えたことは︑アイ

が︑アイスは好きという意

君のキャラクターは嫌いだ

ー第４位だった︒ガリガリ

ガリ君は嫌いなキャラクタ

ムが売れているのに︑ガリ

た︒あれだけアイスクリー

夏に予算ほぼ０円でスタ

ルを付けただけだ︒

販促資材も単純に虹のパネ

いので︑ＣＭも何もせず︑

ガリ君の原点だ︒予算がな

生まれた︒これが今のガリ

いが︑７種類並べたら急に

る会話はなかなか生まれな

クリーム売り場で盛り上が

好きかという話だ︒アイス

ソーダが好き﹂など︑何が

きだった﹂というと﹁僕は

ろはグレープフルーツが好

た︒お母さんが﹁小さいこ

友達同士で会話が生まれ

商品を出した︒これは会社

君﹂というブロータイプの

を変身させ﹁シャリシャリ

商品的には︑ガリガリ君

ペーンをした︒

１００万名に当たるキャン

ガリガリ君の歌の着メロが

時は着うたが大ブームで︑

てタレント活動をした︒当

り︑ガリガリ君を貸し出し

を作ってコナミに提供した

パッケージに広告スペース

ダーを出した︒ほかには︑

リ君のアイス形のキーホル

ての企業コラボで︑ガリガ

とはガチャガチャでは初め

にした︒他社が数億円使う

は他社と同じやり方をＮＧ

と に か く 楽 し く ﹂︒ 考 え 方

方向性は﹁もっともっと︑

これをもとにして行った︒

００６年のキャンペーンは

しさのブランドだった︒２

イメージは当時︑食感と楽

た︒お客様のガリガリ君の

秋にはイメージ調査をし

場に人を呼べると感じた︒

を作ることで︑アイス売り

まずいアイスはない︒話題

だった︒基本的に世の中に

は話題がないと売れない﹂

で言われたことは﹁ゲーム

度も何度も作った︒

いけないものなのだが︑何

た︒普通は社章をあげては

と︑どんどんあげてしまっ

らこれちょうだい﹂と言う

き︑女の子が﹁かわいいか

長や役員が夜にクラブに行

ペーンの社章を付けた︒社

周年キャン

可能だったが︑１年間限定

００人くらいの企業なので

向性を一つにすること︒３

とは︑全社員を巻き込み方

会社が大事にしているこ

の時は必殺技公開で︑お母

ママンガになっている︒こ

リ君は︑パッケージが３コ

ッケージを作った︒ガリガ

をした︒商品も３種類のパ

ルなぼけを使って話題作り

べるという︑あえてシュー

ゲンダッツのスプーンを並

スプーン入れを配り︑ハー

イオンにアイスクリームの

必要ないが︑ヨーカドーや

君を食べるのにスプーンは

ン入れ﹂がある︒ガリガリ

は﹁必要もないのにスプー

しょうもないネタとして

ス市場は

％くらいだった

年の夏は天気が悪く︑アイ

集まった︒また︑２００６

た︒８月には５万人部員が

るまでアイスを食べ続け

に︑約１万人が当たりが出

が︑このキャンペーン期間

当たる確率は２％未満だ

千本届いた︒ガリガリ君の

ャンペーンをしたところ︑

ゴールド部員証が当たるキ

た︒当たり棒を送ったら︑

ヶ月間で約１万人集まっ

をスタートした︒部員は１

ガリ部という携帯の部活動

夏に﹁きょうの気温なら︑

た︑天気予報サービスで︑

祭り﹂を作って配った︒ま

京メトロとコラボし﹁ガリ

はつまらないだろうと︑東

のうちわを配るが︑それで

大会では携帯電話メーカー

涼感を与える︒さらに花火

昔の気分を取り戻させ︑清

もう１つはサラリーマンに

でガリガリ君を告知する︒

山手線に乗るので︑その中

タンプラリーで︑小学生が

あり︑１つはポケモンのス

号﹂を走らせた︒目的は２つ

今はツイッター︑フェイ

いキャラクターになった︒

君が表紙になり︑人気の高

ロコロイチバンでガリガリ

ガリ君に変化が起きた︒コ

あれほど嫌われていたガリ

園で配った︒２００６年は︑

君の工場見学﹂にして︑幼稚

ーパーの表紙を﹁ガリガリ

ら怒られた︒また︑フリーペ

ンペーンを作り︑お客様か

買っても応募できないキャ

いうことで︑ガリガリ君を

た︒これはあえて﹁外す﹂と

当たるキャンペーンも行っ

周年のシャア専

順調に右肩上がりで伸びて

を﹂だった︒とりあえず﹁ガ

ートしたのは︑いろいろな

ガンダム

年間売り上げ
使ったアイス︑バンダイの

最初に食べておいしいアイ

ある︒この

種類並べ︑スーパーの店頭

期のＣＭ好感度ランキング

リガリ君を使って営業して

企業とのコラボ商品だ︒最

私は２００４年

月から

ないゲームをコナミと作

初に︑太陽の下でしか遊べ

うに話題づくりをした︒子

を作って発売した︒このよ

た東芝がガリガリ君の携帯

に億近い損害を与えた︒ま

ガリガリ君だからできたと

いところで展開すること︒

が︑お金で商売が決まらな

ーンはできない︒考えたの

ような大がかりなキャンペ

体作った︒現在は

体ある︒

り場にして︑着ぐるみも４

に持ち込み︑レインボー売

場をアイスクリーム売り場

をしたので︑おもちゃ売り

また︑コナミと店頭作り

これを取り戻そうと︑ガリ

業してしまう時期がある︒

生︑大学生で食べた後︑卒

また︑ガリガリ君は中高

した︒

ップや丸かじりをイメージ

生の遊びとして︑空手チョ

さんに怒られるような小学

ンに﹁ガリガリ君の夏休み

毎年︑山手線のアドトレイ

場﹂として︑２００６年から

出シーンにガリガリ君が登

いうことで﹁夏休みの思い

ほかにも怒濤の夏休みと

奇跡が起きた︒

ころ全部で１１５％となる

が︑マンゴー味を出したと

配った︒金のガリガリ君が

ちゃ売り場などでアイスを

の試合︑キャンプ場︑おも

い人がいるので︑Ｊリーグ

リ君を外で食べたことがな

ンプリングがある︒ガリガ

もう一つは︑どこでもサ

るか﹂をスタートさせた︒

ガリガリ君を何本食べられ

ると感じた︒

いていけば︑お客様が集ま

ないで︑とがった話題を置

響いた︒ターゲットを決め

で︑想定外のターゲットに

どブログを中心に行ったの

の当時からウエブ２・０な

スブックの全盛期だが︑こ

でガリガリ君

り︑その中にガリガリ君を

供たちの会話に合うコラボ

年前の７月

出した︒もう１つは︑小学

レーションをしたので︑そ

いた︒今から

春は後の原点となった店

館の雑誌で︑男の子が最初

残るキャンペーンだ︒

待を裏切る﹂ことだ︒

３位がガリガリ君で︑人気

みるか﹂と軽い気持ちでス

２００６年の活動

キャラクターだった︒コン

タートした︒

頭企画︑ガリガリ君のレイ

に読むマンガに︑男の子が

ともにマッチした状況だっ
た︒

ガリガリ君と子供たちが写

20

ており︑好感度︑売り上げ

円のガリガリ君を７

ンボー売り場を使った︒単
60

２００５年の活動

しかし︑好き嫌い企業キ

純に

次号に続く︒

ャラクターランキングで︑

思うが︑楽しさとは﹁突き

衝撃的なデータが発表され

90
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50
60

90

るという︑手応えをつかん
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だ︒コナミと仕事をする中

萩原 史雄氏 （赤城乳業株式会社営業本部マーケティング部次長）

スもということで︑ガリガ

マーケティング戦略

リ君を連載した︒バンダイ

ガリガリ君 の
30

の上位にもガリガリ君が出

お客様の数を増やす活動
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株式会社シー・アイ・シーでは、小松謙之氏（同

○ドブネズミ

・対策について」をテーマにクリーンドクター講

社研究開発部）「ゴキブリ・ネズミの種類・特徴
っているネズミが本種であ

日本で２番目に問題にな

あまり見かけなくなった。

る。都市の建築物内にでは

しかし、道路脇の植栽や、

習会を開催しました。

先月号より続く。
グルの樹上で生活していた
は、石垣の中や、地面に巣

公園などの土がある場所に

ネズミについて
穴を掘り生息している。原

その②

も食べるし、トラップにも

るが、多くはない。殺鼠剤

の倉庫にいるといわれてい

どいなくなった。港湾地域

現在、都市部ではほとん

の糞に似ている。しかし、

糞が見た目にハツカネズミ

いのが、コウモリである。

といって間違われる事の多

種が分かる。ネズミが出た

ば、生息しているネズミの

る。調査に行って糞を見れ

調により変化のある糞をす

ミは、細長く、食物や、体

分かる。

ったネズミは頭骨を見ると

だ。干からびてミイラにな

で、糞で見分けるのが普通

ズミを見ることはないの

る。調査に行って生きたネ

ミという見分け方ができ

ズミで、短いのがドブネズ

は、手足の汚れが付着して

ミが頻繁に歩行する場所

る。白いパイプなど、ネズ

息していると現れる印であ

インと呼ばれるネズミが生

死骸、足跡などのラットサ

い。

行動が推測できる場合が多

ミの足跡を見て、ネズミの

歩くため足跡が付く。ネズ

は、ほこりの上をネズミが

黒く汚れる。天井裏の場合

我々は、新築のビルを建

駆除は比較的行いやすい。

ければ、広がることも無く、

入した区画から移動できな

ネズミが侵入しても、侵

○ハツカネズミ

捕まり、駆除は手間ではな

コウモリは昆虫しか食べな

かける。ほかには建物の外

館内侵入する事例を良く見

こういった所からネズミが

全で近い場所を選択する。

は、餌のある場所に最も安

クマネズミの営巣場所

道になる」と言っている。

の行動場所

危険を冒して遠くの営巣場

○一般的な行動時間

壁に張っているパネル、カ

所から移動してくることは

ださい。侵入した時の通り

てる時「貫通部は埋めてく

いので減ったという話があ

ーテンウォールなどの隙

○建物内への侵入口と内部

る。大きさは大人の親指大

都内のビルの主なネズミ

間。地下街・地下鉄と接続が

って、厨房内に巣材となる

ため、ビル内の配線、配管、

一般的には夜行性であ

の侵入口は、地下に造られ

ようなゴミを放置するの

電線といった、垂直移動、

いので、糞を触るとパリン

た駐車場の出入り口が重要

である。一旦建築物内に侵

は、ネズミの繁殖を助けて

建築物内に侵入して問題
だ。

る。夜になって人がいなく

入すると、天井裏やＥＰＳ

産地はアジア中央部といわ

なると出てくるので、人の

が毎日出入りしてゴミを積

の配線・配管を伝い、壁の

細い足場の移動が得意であ

と壊れ、区別がつく。

し、厨房に電気がついてた

み込むと、においがつくの

いるような事であり、整理

となるネズミの種類は、ク
○大きさの比較

らあまりでてこない。スイ

で広い駐車場でもたどって

整頓・清掃はネズミの営巣

れている。泳ぎがうまいの

ないため、厨房内の従業員

目安としてクマネズミの

ッチを消して帰ると出てく

貫通部を利用し館内に広が

を阻止する上で重要な対策

で、水がある下水溝に適応

あると天井裏を伝い侵入し

耳は目を覆うほど大きい。

る。人に寄宿して生活する

っていくので、貫通部の埋

る。そのため、建物との間

となる。ビルの地下にはご

となる。子猫位のネズミを

ドブネズミは眼を覆うほど

くることが考えられる。ゴ

め戻しや遮断はネズミ侵入

を移動して侵入し分布を広

活動に左右される。夜中の

の足元のちょっとして隙間

見たと良く聞くが、それは、

の大きさはない。耳を折り

のがクマネズミの特徴だ。

ミ置場は、機械室と同じ様

マネズミ、ドブネズミ、ハ

○形態によるネズミの見分

で子を育てている。したが

ドブネズミだと考えられ

曲げて目が隠れる大きさな

に様々な機械や配線配管が

ツカネズミの３種で、一般

大きい順にドブネズミ、

てくる。ネズミの対策は、建

ールで隔てられているの

る。幼獣だと大きさは分か

らクマネズミ、隠れない大

して生活する。今のビルは、

築段階から行なう事が重要

で、ドブネズミは侵入でき

らないので、糞で種類を見

きさはドブネズミ。頭胴長

げていると考えられる。手

み置き場が併設されてい

の表面なども滑らずに移動

ない。寒さにも強く、東北

分ける。特徴としてドブネ

となる。

的にイエネズミと呼ばれて

る。確証はないが、清掃車

できるため、シャッターの

では震災の後、クマネズミ

ズミは一様に丸くて「ころ

対策から見て、重要となる。

け方

時、１時でも店舗が営業

レール部なども平地のよう

が駆逐され、ドブネズミが

れることが稀ではあるが報

露出していることが多く、

として、超音波防鼠器が有

クマネズミ、ハツカネズミ

に普通に移動出来る。行動

多くなっているとの報告も

調査で重要なのが、糞、

使われるのは、ポリブデン

下水溝とビル排水がマンホ

日本で一番問題になって

が立体的なため、ネズミの

ある。古いビルでは、５階

より尻尾が長いのがクマネ

品工場などでは受け入れ難

足には肉球が発達し、金属

いる種が本種である。都市

侵入口を見つけるためには

ん」としている。クマネズ

ばれ、少量でもよいので、

効である。インターネット

いる。

の ビ ル や 住 宅 に 侵 入 し、

室内全域、建物全域を調査
告されている

殺鼠剤を食べにくいので、

が塗ってある粘着トラップ

○クマネズミ

様々な被害が発生してい

のトイレに下水を伝って現

上で重要な調査となる。こ

いと思われるが、ビルの実

○ラットサイン

る。原産地は熱帯アジアと
する必要がある。

してクレームとなり、また、

毎日食べることにより効果

いわれ、もともとはジャン

の１つに、外部寄生してい

効果が出にくい。食べさせ

告されているが、散発的な

れらを総合的に検討し対策

る吸血性のイエダニが上げ

ネズミその物が混入する例

発生に留まっている。しか

○ネズミの被害

も起きている。

ショップで見ると数千円の

られる。本種はネズミの血

物が良く売っているが、効

を吸って生きているダニだ

衛生的被害と経済的被害

きくなる。分電盤に入り感

食品をかじるなど被害が大

スや水漏れを起こす。また、

様々なホースをかじり、ガ

災 や 通 信 障 害 を 起 こ し、

気のケーブルをかじり、火

また、そこに住んでいる・

て、生息の有無を調査する。

よる捕獲や、無毒餌を使っ

行う。ほかにはトラップに

泣き声の有無などの調査を

ネズミが多く通行するか、

巣場所、センサーでどこに

やラットサインの有無、営

目視調査では、新しい糞

マネズミは、警戒心が強く

め、効果が出やすいが、ク

ツカネズミは警戒心薄いた

なるのは、ドブネズミ、ハ

薬剤による対策で重要に

ミを除去することである。

が一日に食べる量は

理的な対策として、ネズミ

ミをたまりにくくする。管

経路を遮断し、餌になるゴ

造を造ることである。移動

長は、抗凝血性殺鼠剤と呼

クマリン系の殺鼠剤の特

く安心できる所を選ぶ。

巣にする場所は、餌場に近

はほとんどしない。だから、

要である。

餌で慣らすなど、工夫が必

が、食べさせる為には無毒

る。リン化亜鉛製剤もある

殺鼠剤を使用するので、食

ーパーベイト工法がある。

で死亡するため、口や肛門

だネズミは、内出血が原因

スに入れて設置する。死ん

の理由から、ベイトボック

混入や、いたずら防止など

頂きたい。

るのであれば、一度ご相談

ていける。根絶を考えてい

ば、３ヶ月で根絶まで持っ

所が悪いと血が飛び散った

ネズミは即死するが、打ち

と考えている。

の高い方が忌避効果は高い

ｇ程度であるため、徹底的

やすい。ネズミは、臆病な

近い場所に置くと食べられ

殺鼠剤の配置場所は巣に

をしている臓器が、白っぽ

剖すると、肝臓など血の色

する。死因の特定などは解

などの穴から出血して死亡

マネズミは警戒心が強いた

は比較的すぐ捕まるが、ク

ドブネズミやハツカネズミ

は、器具による捕獲がある。

殺鼠剤が使えない場所で

ミは警戒されて、捕獲でき

はよく捕まるが、クマネズ

ある。籠罠は、ドブネズミ

多い場所では籠罠も有効で

使わなくなっている。水が

発生しやすいため、最近は

して２次的な汚損や被害が

り、イエダニが這い出たり

からは回収するなどの処置

粘着シートも必要外の場所

もあるので殺鼠剤の回収。

類に食品害虫が発生する事

回収、殺鼠剤の含まれる穀

ハエの発生源となる死鼠の

後処理として、イエダニや

ネズミ対策の最後は、事

～

な清掃により、餌となるゴ

ので身を危険にさらすこと

めに罠に捕まらない。いろ

◎記事の問い合せ先＝同社

くなっているので見分けが

０３（３８４５）８６２８

付きやすい。

駐車場車路のような開口

が重要である。

部からのネズミの侵入対策

ない。

最近開発した方法で、ス

トラップの種類は、多く

使わないといけない。

いろな方法をトータル的に

20

がある。

果が分からない機器も多い

かし、性能が良い機器は効

小鳥も捕らえたりすること

果がある。効果のある周波

模が大きくなると、区画ご

がある。他にはパチンコと

数は

べても効果が出にくい。ネ

言われる圧殺式トラップが

駆除は引き受けない業者も

ビルになると、半年くらい

あるが、バネの力が強く、

ので、よく検討して利用し
殺鼠剤の種類は、主にク

時間がかかる事もあるが、

た方がよいと思われる。し

対策の手法として、環境

に配置する必要がある。ま

２～５万㎡程度のビルなら

もあるので、場所によって
的対策、薬剤による対策、機

マリン系の薬が主流で、パ

た、殺鼠剤を配置する時は、

は箱に入れるなどする必要

ネズミは哺乳類なので、

械・器具による対策がある。

ラフィンで固めてあるブロ

万㎡クラスの

昆虫とは比べ物にならない

環境的対策の中で、構造

とに分けて行なう事になる

くらい行動パターンが複雑

的な対策としては、防鼠構

ので、５～

である。その為、一つの方

ズミの生息数が多い場合

こす。このダニは、一匹で

法だけでなく、総合的な対

は、殺鼠剤を毎日切らさず

も人間を刺せばかゆくなる

ック剤が多く使われてい

いると聞く。

ため、ネズミの対策と同時

策が必要となる。その為事

○対策

である。ネズミも捕らえる

し、世界に目を向けると、

が、宿主が死亡したり、巣

が、夜間巡回の警備員や猫、

ネズミに外部寄生したノミ

が放棄されたりすると、吸

績では、約３ヶ月で根絶す

が媒介虫となったペストな

血源を求めヒトに被害を起

ることが出来る。ただ、規

どは、現在増加傾向にあり、

が現れることである。その

衛生的被害に関しては、

注意が必要である。

に殺虫などをする必要があ

前調査が重要となる。

電すれば火災のリスクも発

勤めている人に状況を聞く

15

経済的被害としては、電

生する。

のも、ネズミの対策をとる

10

異物混入も重大は被害と

ｋＨｚ前後で、音圧

る。

○対策の進め方

最近の日本ではほとんど報

わずかにレプトスピラが報

ネズミで問題となる被害

告がなくなってきている。

ため、沢山の量を一度に食

小松 謙之氏 （株式会社シー・アイ・シー研究開発部）

る為には工夫が必要とな

ゴキブリ・ネズミの
種類・特徴・対策について

る。最近は、クマネズミの

クリーンドクター講習会より

に移る。

12
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なり、糞や毛が食品に混入
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全国菓子工業組合連合会では︑全国役員会研修会
で太田和隆氏︵ダイヤ冷ケース株式会社︶を講師に
迎え︑﹁ショーケースメーカーから見た売れる売り

ーカーから見た︑売れる売

っている︒ショーケースメ

ケース・ショーケースを作

当社では菓子屋専門の冷

て﹁こんなのがいいなあ︑

ーケースのカタログを見せ

リニューアルする時︑ショ

屋が新店を出す︑あるいは

以前の当社の商売はケーキ

場づくり﹂を演目に公演を行いました︒

り場作りについて話したい︒

年前から変化が

大きさはこれくらいにし

だった︒

十数年前のセミナーでこ

人で︑５〜６年前は

て﹂と聞くだけの楽な仕事

︑

の講座を始めたが︑最初は

その①
要だ︒商品力が欠けてはだ

れが欠けても繁盛店にはな

のはどこか︒投げた先で︑

メインの商品をどれにす

など商品を伝えるもの︑プ

要で︑総じて売り場の中で

ると︑中心は絶対的に商品

店員が一言も発しなかった

﹁この商品は︑こういう売

店の売り場は店舗平面図で

り︑いなかったとしても︑

ライスダウンや清潔感も重

上から見て︑配列を考え︑

お客が入った時に商品のメ

るのか︒どこで見せるのか︒

か︒その後︑どう移動し︑

いかに図面に練り込める

ッセージや価値が伝わるこ

どの商品をアピールするの

どういう商品を見ていただ

か︒繁盛店になるのか︑お

らない︒

くか︒作戦を考えないと効

客の支持が得られない店に

めだが︑この３つのうちど

なポイントだ︒店に入り︑

果的にならない︒店作りに

とが店舗力だ︒

力だ︒かっこいい店を作っ

どういうイメージかも重要

は︑設計士という専門家が

なるのかは︑この差が大き

り場やショーケースで売り

だ︒和菓子屋なら日本的な

い︒もちろん鮮度を伝える

て︑いい接客をしても︑お

雰囲気を出すのか︑スタイ

いて︑スタートから当社の

要素も大きい︒オーブンメ

いしくなければ売れない︒

商品力とは味そのもの︑

ような外部スタッフが入

たい﹂と考え︑工夫する方

安全性︑パッケージも入っ

リッシュなイメージで売る

り︑どういう店を作るか︑

が出てきて︑それが当たり

同じレベルの力を持ってい

のか︒ケーキ屋ならフラン

の隅々までいい原料が行き

力の差が出ているか︒地方

いいというものではない︒

も大事だ︒価格も安ければ

商品︑焼き菓子の商品構成

うに雰囲気を出すかで︑店

はいろいろあるが︑どのよ

ズを入れるのか︒パターン

はこれで︑入り口をここに

坪の店だからショーケース

概うまくいく︒しかし﹁

練りに練られたプランは大

使い方だ︒お客に語らずと

出すのも︑典型的な鮮度の

を出して︑焼きたてパンを

ーカーが売り場にオーブン

また︑色々な種類のお客が

サービス︑慶弔慣習知識︒

性 ︶︑ 商 品 知 識 の 伝 達 力︑

販売力は接客技術︵人間

商品力とは

なければならない︒昔は商

てくる︒店全体を見回した

スなのか︑少しジャパニー

そして︑店舗力と販売力が

品力が突出していればお客

時︑商品構成がどうなのか︒

商品力︒お菓子は食べ物な

わたり︑おいしいものは当

の内・外装やレイアウトも

販売力とは

生菓子︑半生菓子︑ギフト

ので基本的においしく︑安

値決めは重要な要素となる︒

年前と今にどれだけ商品

は集まった︒しかし︑

︑

前になった︒

魅力あるお菓子屋
さんとは？
魅力あるお菓子屋さんの

心・安全がポイントになる︒

たり前という感覚だ︒その

要素は３つある︒一番目は

年で大き

番目は販売力︑店員の接客

く変わった店舗づくり︒３

接客しながら︑価値を伝え

懇切丁寧に優しく︑楽しく

ていくか︒また︑販売員が

魅力をどう売り場で表現し

しかったら人にあげましょ

が決まるので︑外装は重要

どんな建物かで︑第一印象

店舗力とは︑店に入る前︑

地域一番店だが︑

年

だろう︒その店は今でこそ

地域にも一番店が存在する

客が︑最初に視線を投げる

展開していくか︒入ったお

ので︑それをどう店の中に

ぞれ店にメイン商品がある

い店になると広くなるので

地を探し出す︒同時に新し

な﹂という感じで新しい土

ころに移転しないとだめか

が窮屈になったな︑広いと

い︒

で作った店はうまくいかな

置けばいいか﹂という感じ

ースを並べて︑あとは棚を

る︒この間を

る︒そして地域一番店にな

インされた什器に更新す

店を一斉にトータルでデザ

ブランドを作るとなれば︑

っていく︒最終的に地域の

トも伸びて︑客単価が上が

外のディスプレイ︑ＰＯＰ

だ︒

年かけ

いだろう︒まずは作りたて

んな経験をお持ちの方は多

るのは妻の夫婦経営だ︒こ

スを使い︑作るのは夫︑売

り受けた８尺のショーケー

する︒お金が無いからと譲

復習すると︑新規に独立

初めてご来店の人︑お菓子

二番目は︑ここ

力だ︒この３つのバランス

て売る︒この３つの力が重

うということだ︒基本的に

前に独立オープンした時期

﹁焼き菓子の詰め合わせセ

て成長されてきたケーキ屋

出て︑今はセミオーダー︑

を持っている菓子屋は魅力

手土産とは違う︒年齢の上

高いものより安いものが先

は当然ある︒それがどう成

ットを出していこうか﹂と

１００名が参加した︒お菓

がある︒相関関係を説明す

の方やお世話になった方に

に売れる︒ケーキ屋の場合︑

長するかというと︑最初は

なって︑新たにギフト用シ

いるので︑どういう対応を

にバースデーケーキを買い

お中元︑お歳暮︑お礼に伺

自分で食べる生ケーキやお

生ケーキを頑張って作り︑

したらいいかだ︒常連さん︑

ーが︑必要になっている︒

に行く︒予算は３千円︒し

った時に差し上げるものな

やつ菓子が最初に売れる︒

一生懸命売る︒少しショー

も︑ここで作っていると伝

いうことは︑店づくりにも

較的値段が安くて自分で買

かし︑子供がショーケース

ので︑シュークリーム５個

次はアントルメやデコレー

えていくところがポイント

商品づくりと同じエネルギ

って自分で食べる商品だ︒

の前でいちごが乗っている

入りというわけにはいかな

ション︑あるいは手土産用

尺と５尺のケ

ことで︑心理性は値段以外

ケーキ屋だと普通のプチガ

のを選び︑それが３千５百

い︒これは和菓子屋が強い

取るなら︑

に購買決定の要因があるこ

〜１０

トーがその要素だ︒焼き菓

円でも︑喜んでいれば払っ

分野だ︒以上︑ざっくり分

重要な要素だ︒また︑それ

と︒横軸は左側がおやつ︑

子も棚の上に１枚

てしまう︒値段だけでは決

店舗力とは

右側はギフトとなる︒おや

０円とばらで売る形はこの

められない心理性の要素も

オーダーメイド︑フルオー

を注がないと︑効果が出な

つは自分で買って自分で食

商品の購買動機になる︒和

商品の分析・お菓
子を買うには動機
がある

う︑大きな心理性の要素だ︒

ーキは自分の家のために買

作りを考えると︑分かりや

これをキーワードに売り場

益率もいいから︑焼き菓子

の が ギ フ ト だ︒﹁ う ち は 利

尺にする形で生の充実を図

６尺から８尺に︑８尺を

店がオープンする︒ケーキ

例えば今日︑太田洋菓子

は子供の誕生日に予約しに

ーキはおいしいので︑今度

か ﹂ と な る︒﹁ あ そ こ の ケ

ルケーキを買っていこう

ークリーム５個入りかロー

よそのお宅に行くからシュ

たら﹁おいしいな︑今度︑

門店が︑都心中心にできた

クーヘンをはじめとする専

る︒さらに最近は︑バーム

スキップすると無理が出

い︒このステップの順番を

えていかなければいけな

生菓子で集客して︑店を訴

かりのケーキ屋では︑まず

合いを入れても︑できたば

をたくさん売るんだ﹂と気

が︑少し小さい５尺くらい

くらいしか並んでいない

る︒今はケースの中に５台

コレーションケーキが売れ

う少しお客が増えれば︑デ

性化させるか﹂となる︒も

オープンケースを入れて活

てこ入れするか﹂︑﹁専用の

る︒すると﹁半熟チーズを

社員も増え生産能力も上が

る︒お客も増えていくので︑

個

いこうか︒ロールケーキを
１本買ってもいいし︑

入りのお饅頭を買っていっ

おやつになるが︑５︑

ギフトケース
導入

アントルメ
おやつ
ギフト
オープン
イベント
ショコラ

が日販

〜

店舗移転
売場拡張

台に躍進

デコレーションケーキ

ギフトが伸長
客単価の増大

オープンケース
導入

アントルメ専用ケースを
導入してアニバーサリー
を補強

客数の増加

社員も増えて生産能力ますます充実

次号に続く︒

になる︒

種類く

が︑成長の１つのステップ

ると手狭なのでどうするか

懸命作り︑お客が増えてく

が寝る時間を惜しんで一生

充実させた︒最初はご主人

て︑８尺のショーケースを

あり︑ロールケーキもあっ

き︑半熟チーズの箱入れも

コレーションケーキも置

らいプチガトーを揃え︑デ

にあった店では︑

たらいいかと考えた︒実際

に喜んでもらうにはどうし

てきた︒では︑もっとお客

らえて嬉しい︒お客も増え

て︑お客を呼ぶ︒喜んでも

い和菓子をたくさん作っ

のおいしいケーキ︑おいし

ど接し方が違う︒

好きの人︑ビジネスマンな

いと考えるようになった︒

べるもの︑ギフトは人様に

菓子屋さんなら饅頭１つで

右上は経済性のギフト

てもいい︒シュークリーム

屋でショーケースの中には

い こ う ﹂︒ 焼 き 菓 子 も １ つ

ので︑ますます専門性が高

のケースを足して

たら︑アニバーサリーで売

また︑ショーケースの内

商品の分析とは︑売り場

差し上げる商品だ︒これを

だ︒ギフトの中でも値段が

は１つ１つ買うと経済性の

商品が並んでいる︒皆さん

か２つ買って食べてみて︑

まる︒

すくなる︒

個

は何から買うだろうか︒本

おいしかったら﹁ギフトに

20

右下の心理性のギフトは

入りのかわいらしい箱に入

日開店の初めて行く店で

持っていけるよね﹂という

３型ケースを４型に入れ替えて
生の魅力を大きく拡大

生ケーキを中心にひたすら一生懸命がんばる

がんばるお店の成長ステップ

20

２〜３年

10

10

独立期

安いものは手土産だ︒友達

れたら手土産の要素にな

﹁５千円の焼き菓子のセッ

れる︒さらにお客が増えて︑

台に増えたら﹁この店

デコレーションケーキも日
販

一斉リニューアル

30

２〜３年

の家に行くから何か持って

る︒お菓子は手土産に使い

トを下さい﹂という人は少

感じになる︒だから︑ギフ
子は多い︒

ケーキ屋の場合︑どこの

客数成長期

購買動機別商品の
成長法則

勝手がいい︒東京駅︑羽田

トより先におやつが売れ

台並べ
空港︑その他どこでもお菓

ない︒新しい店ならシュー

る︒まず自分が食べておい

がんばるお店の成
長ステップ
クリームやショートケーキ

３〜４年

︑

作りを考える時︑商品を購

４つのブロックに分け︑左

ダーが９割を占めており︑

10

店舗拡大
準備期

20

10
という定番品を買い︑食べ

３〜５年

買動機別に分けてみる︒縦

ロールケーキ

80

左下は心理性のおやつ

ブランド
確立期

軸は上が経済性で︑下が心

かご入りの焼菓子
バラの焼菓子

地域一番店

は多い︒

子屋は︑おいしい菓子づく

10

ョーケースを導入し︑ギフ

太田 和隆氏 （ダイヤ冷ケース株式会社）

ケースが小さくなったら︑

りの勉強はされていたが︑

20

づくり

売 れる 売 り 場

が売れる︒最後に出てくる

「商品力」の分析＝お菓子を買うには動機がある

けると４つの分野となる︒

心理性
アニバーサリー

10

ご進物

入ってくる︒バースデーケ

袋入りの焼菓子
生ケーキ

10
10

箱入りの焼菓子詰合せ
デコレーションケーキ

手みやげ

経済性
自分（家庭）で
食べるおやつ

ギフト

アントルメ

ばら売りしているものだ︒

ショーケースメーカーから見た
だ︒例えば︑子供の誕生日

30

シュークリーム５個入り

おやつ

バースディケーキ

上は経済性のおやつで︑比

カタログ商品は少ない︒と

10

年前を境に売り場も心血

40

理性︒経済性は値段が安い

10

10

30
10
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（11） 平成26年５月15日

よ

わ

東京製菓学校 和菓子科

なつ

夜半の夏 （仮称）

羽鳥 誠
氏

夜半の夏

て仕上げる。

くし、これを芯にして巻い

る。

＊ここまで錦玉羹。

❹・水飴を加えて余熱で溶
ｇ）を細長

❺・目方を計って二等分す
〈使用材料〉

❾・白並餡（

る。

伊那食品工業㈱扱い

◆粉末寒天ＺＲ／大和

かす。

❻・一つ目の上南羹を作る。

◆メイプルシュガー

（残りの錦玉羹は湯煎にか
けておく）

す。

イッパーで手早く混ぜ合わ

その中に錦玉羹を入れてホ

れて乾煎りして熱をつけ、

るため、割れを防止する目

◎錦玉羹を巻物仕上げにす

「作業上のポイント」

い

㈱クインビーガーデン扱

《上南羹（メープルシュガ

せ、用意した羊羹舟に流し

ｇ）を入

詰めて作るメープルシロッ

ー使用）》

器に上南粉（

プ（メープルシュガー）は

粉末寒天ＺＲ……

への使用で提案をいたしま

上白糖と比べたときカルシ

サトウカエデの樹液を煮

20

ウム・カリウム・マグネシ

ｇ

40

粉末寒天大和……

％）
20

ウムなどのミネラルを豊富

白並餡（配糖率
60

・８ｇ

・８ｇ

様な方法で作り流し合わせ

二つ目の上南羹を⑥番と同

たら残しておいた錦玉羹で

❼・⑥番が半止まりになっ

入れる。

い。

を混ぜると塊りになりづら

粉に熱をつけてから錦玉羹

◎上南羹を作るとき、上南

大和を使用した。

的で弾力性のある粉末寒天

洋菓子や料理には以前か
水飴………………３５０ｇ

………２３４０ｇ

水………………２０００ｇ

る。

上南粉…………

ｇ×２個

ら使用されているものです

メープルシュガー

の水を入れて火にかける。

◎上南粉の目方は好みで増

に含んでおり、その風味に

❷・沸騰したらメープルシ

❽・固まったら羊羹舟から

は独特な旨味があります。

ュガーを入れる。

………１個／
製法

た後、端から３㎜厚さに切

減してよい。

取り出し、長さ

一緒にして鍋に入れ、配量

㎝に切っ

❸・上がり目方４２８０ｇ

が、上白糖などの糖との置

㎝羊羹舟１枚分

㎝×４・５

《中餡》

＊４・５㎝×

はなかった風味付けが出来

12

き換えで和菓子にも従来に

る事から、ここでは錦玉羹

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。

電

話 ０３－３４００－８９０１

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

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

で消火。

❶・粉末寒天ＺＲと大和を

12 20

40

36

平成26年５月15日 （12）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第902号

