通常総会・定時株主総会を開催

第 ６ 代 理 事 長・社 長 に 大 窪 幹 夫 氏が 就 任
全菓連・ビル会社

彦氏が選任された︒

覧会を三重県菓子工業組合

で検討を進めた結果︑会場

を津市から伊勢市に変更し

期通

たい旨の要望があり︑承認

続いて全菓連の第

年度事業報告他︑剰余

常 総 会 が 開 催 さ れ た︒﹁ 平

金処理案決定の件﹂は詳細

本構想が説明された︒

行委員会濱田委員長より基

された︒この後︑菓子博実

成

に内容が説明され︑小谷監

料決定の件﹂は同時上程さ

親会が開催され︑甘利明経

者約百五〇名が参加し︑懇

当局︑関連団体︑業界関係

会場では引き続き︑関係

︵別項︶挨拶があった︒

最後に大窪新理事長より

事より監査報告があり原案
通 り 可 決 し た︒﹁ 平 成

年

資本等変動計算書および個

期

日東京丸の内・東京会館で開催され全議

度事業計画︵２面参照︶及

期定時株主総会は５月

び 予 算 案 承 認 の 件 ﹂﹁ 平 成

通常総会︑第
別注記表ならびに剰余金処

社長に就任した︒

れ原案通り承認可決した︒

締役会におきまして︑大窪

山下局長︑全国中小企業団

説明された︒小島監査役よ
ありがとうございました︒

普通配当百円︵年

体中央会鶴田会長︑精糖工

り監査報告があり︑同期の

会議は先ずビル会社から
幹夫副理事長・副社長・長野

する原案が承認された︒﹁取

博覧会開催地変更等に関す

済再生担当大臣が公務多忙

県菓子工業組合理事長に︑

締役・監査役選任の件﹂に

る件﹂は２０１７年に開催

この結果︑本年度の賦課金

体力的なこともあり︑身勝

副理事長・副社長の後任に

ついては全菓連の理事・監

株主配当金は１株につき︑

始められ︑岡本理事長・社
手ではございますが︑この

は︑面澤理事・取締役・茨城

事選任の件と併せて行うこ

業会久野会長が挨拶された︒

のなか︑駆けつけていただ

度の叙勲を花道として︑総

県菓子工業組合理事長が決

回全国菓子大博

日参内してまいりました︒
はからずも私がこのよう

回全国菓子大

にすることとした︒
また﹁第

合連合会の理事長︑全菓連

このたび全国菓子工業組

も検討課題です︒また︑ＴＰ

食料品の軽減税率の導入等

菓連としては︑菓子を含む

厳しい状況にあります︒全

大窪新理事長・社長 挨拶

た︑農林水産省食品産業局

いた︒︵挨拶は２面参照︶︑ま

会終了時をもちまして︑全

定し︑それぞれ通常総会終

される第

は昨年度と同様︑１株

長より﹁私ごとになります

国菓子工業組合連合会理事

とが承認され︑岡本楢雄氏

な︑身に余る栄誉を賜わり

％︶と

が︑この春の叙勲で旭日中

長並びに全菓連共済ビルヂ
了時に就任することとなっ

ならびに新倉吉晴理事・取

綬章を拝受し︑この５月

ング株式会社︑代表取締役

ております﹂と説明された︒
議案審議では﹁第

共済ビルヂング株式会社の

Ｐ︵環太平洋パートナーシ

事として長沼昭夫氏︑駒井

の辞任に伴う後任に志村武

代表取締役社長を仰せ付か

年４月１日から平成

年３月

りました大窪幹夫です︒

成

表および損益計算書︑株主

⑦バリアフリーに十分に配

良章氏が︑小島正二監査役

ざいました︒後任の理事長

慮した博覧会とする︒

日まで︶貸借対照

・社長には︑先の理事会・取

②三重県の菓子業界のポテ

世話になり︑ありがとうご

ます︒長い間︑皆様にはお

社長の職を退任させて頂き

ましたのは︑常日頃からの
皆様のご支援︑ご鞭撻の賜
物に他ならず︑この場をお
借りしまして︑心から厚く
お礼を申しあげます︒誠に

回全国菓子大

厳しい状況の中︑的確な

に関しては︑関連団体と連

ップ協定︶などの対外政策

年４月

携を取り︑国内の菓子製造

■開催期間・平成

リーダーシップを発揮さ

る博覧会とする︒

れ︑菓子業界の発展に多大
時〜

時

子の匠工芸館︑全国お菓子

と︑４月の消費税の引き上

まる思いです︒

皆様の負担をなるべく軽減

りになります︒菓子業界の

時迄︶

であい館︶にて︑旅行代理

げでは概ね商品に転嫁でき

■ 開 場 時 間・

日間

業が不利になることの無い

日㈰

なる貢献をされた︑岡本前

ように尽力致します︒また︑

日㈮〜５月
内 外 の 方 々︑ 世 界 各 国 の

︵但し︑最終日は

理事長・社長の後を引き継

次期菓子博が神都・伊勢で
④次代を担う子供たちが

店・周辺ホテル︑宿泊施設

すべく︑努力していきます︒

③お菓子文化を通じて︑県

■開催方針

方々との交流を図ると共

※サンアリーナ屋内施設

いでの就任で︑身の引き締

﹁おもてなし﹂を世界へ

①伊勢神宮の門前町として

に︑日本の菓子文化を世界

︵お菓子のテーマ館︑お菓

基本構想︵案︶



■名称・第

育んできた﹁おもてなし﹂

に発信する博覧会とする︒

﹁夢﹂
﹁希望﹂︑そして﹁感動﹂

等限定のモーニングツア

％

での開催は金沢以来

い申し上げます︒

年振

りますよう︑よろしくお願

分にもご指導・ご鞭撻を賜

所存です︒皆様方には︑何

目指し︑粉骨砕身努力する

組合員の経済活動の確保を

山積みですが︑知恵を絞り

このように様々な課題が

20

博覧会・三重

を体感できる博覧会とする︒

を感じられる博覧会とする︒

たと聞いておりますが

の引き上げを控えており︑

大窪新理事長

の開催となりました︒中部

⑤菓子文化及び技術の継承

ー︑ナイトツアー等の団体

昨今の菓子業界を顧みる

・発展を図ると共に︑お菓

企画も検討

ーナ︵一部周辺エリアを使

■会場・三重県営サンアリ
する︒

用︶
■来場者数・ 万人︵目標︶

10

■愛称・神都いせ菓子博２

50

子を通じて﹁食﹂に対する

⑥菓子のみならず︑三重の
﹁ 海 の 幸 ﹂﹁ 山 の 幸 ﹂ を 食

■主催・第

回全国菓子大
することを通して広く三重

称︶

博覧会・三重実行委員会︵仮
覧会とする︒

県の食文化を体感できる博

27 60

０１７︵仮称︶
■テーマ・お菓子がつなぐ

27
27

ンシャルの高さを感じられ

26

締役の辞任に伴う後任の理

円

26

27

期︵平

13

年度賦課金ならびに手数

分計算書案の件﹂について

年度第

49
26

案を原案通り承認した︒同総会終了後に辞任された岡本楢雄氏の後任には大窪幹

全菓連︑同共済ビルヂング㈱︵理事長︑社長岡本楢雄氏︶は平成

25

営業概況並びに決算状況が

26

夫氏︵長野県菓子工業組合理事長・㈱栗庵風味堂︶が第６代理事長・代表取締役

49
50
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29

24
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18
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21
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（１） 平成26年６月15日

平成

我が国の経済は、一昨年
の第二次安倍政権発足以来
デフレからの脱却を目指し
矢継ぎ早に実施された経済
対策、いわゆるアベノミク
スの効果により、総体とし
ては景気回復がいわれ、物
価も上昇基調に転じてい
る。しかしながら、デフレ
脱却の恩恵を受けられてい
るのは一部業種にとどま
り、全体として国内需要が
力強く盛り上がる状況まで
には至っていない。更に、
消費税の引き上げに伴う反
動を含めた消費の減を最小
限にとどめ、デフレからの

２．組合活動
⑴需要喚起対策
①菓子需要喚起キャンペー

全日本菓子協会が窓口と

ン

なり、菓子業界と砂糖業界
が一体となって取り組む菓
子需要喚起対策事業（平成
年度以降継続）に引き続

き参画する。
②各県組合等が実施する菓
子祭り等の需要拡大の取組
に引き続き助成する。
⑵原材料等の安定確保対策
等の経済事業（全菓連ビル
への委託事業）

の引き上げを要請するなど

めに総理自ら経済界に賃金

子製造業の実情を踏まえ的

に関する諸問題にも中小菓

の対応など、食の安全安心

一方、新たな食品表示へ

対応していく。特に、栄養

を中心に業界一丸となって

なるよう、全日本菓子協会

造業者も対応可能なものと

するとともに、中小菓子製

組合員に適切に情報を提供

いる。その動向を注視し、

基準」の検討が開始されて

以内の施行に向けて「表示

された食品表示法は、２年

進

③ＨＡＣＣＰ手法の普及促

応を推奨していく。

への切り替え等、前広な対

しないベイキングパウダー

に、アルミニュウムを含有

に情報を提供するととも

向を注視し、組合員に適切

が進められている。その動

ために残留基準の策定作業

製品等原材料の安定供給対

小麦、米、小豆、砂糖、乳

子原材料を確保するために

視しつつ、適正価格での菓

及び国内農政の動向等を注

世界の穀物等の需給状況

る問題

⑵原材料の安定確保に関す

を実施する。

のためのセミナーの開催等

にも波及するとともに、震

着実に中小企業、地域経済

る。アベノミクスの効果が

脱却が正念場を迎えてい

年続いたデフレ不況からの

影響をどう克服するか、長

策

⑷中小企業、地域活性化対

管理の向上のために、改正

務の促進に加え、一般衛生

従来の高度化計画認定業

ＴＰＰ（環太平洋パート

の育成確保、中小企業税制

災復興の加速化が実現する

者庁の対応を見極めつつ、

の一層の充実等の施策の拡

策の充実を国に要請する。

全日本菓子協会、全国和菓

ナ ー シ ッ プ 協 定 ）、 Ｆ Ｔ Ａ

充を国に要請していく。

よう、インフラ整備、人材

年

ＨＡＣＣＰ手法支援法に基

⑸消費税引き上げへの対応

⑶ＴＰＰへの対応

期
子協会等関係団体と連携

済連携協定）等政府の対外

（自由貿易協定）、ＥＰＡ（経

本年秋にも決定される税

づく高度化基盤整備計画の

政策の動向を注視しつつ、

認定事業に取り組む。
なお「菓子製品の高度化

し、中小菓子製造事業者の

を進める。

％への引き上げに際し

食品中のアルミニュウム

受けＨＡＣＣＰの普及促進

また、農林水産省の助成を

に伴う所要の改正を行う。

している新年拡大役員会に

政府に求めていく。

の無いよう、所要の対応を

子製造業が不利になること

お菓子のファンの皆さんや

の高さが、全国津々浦々の

最近では日本の味覚と品質

国に要請していく。

軽減税率が導入されるよう

ては、菓子を含む食料品に

率

関係団体と連携し、国内菓

による健康被害を防止する

⑴全国菓子工業組合連合会

合わせて、記念式典及び祝

②アルミニュウムの使用基

カーの情報提供、品質管理

賀会を開催する。

周年記念式典

そして、岡本理事長には

ただきたい。

の一つとしてがんばってい

で、日本が誇るコンテンツ

国際的に評価されているの

・全菓連共済ビルヂング株

年１月８日に予定

•••••••••••••••••••

周年記念誌の発行

式会社創立

の充実及び組合員店舗登録

⑵

・表示に関する情報の提供

県で開催される予定の第

の促進

平成

等により紙面の充実を図る。

準の作成への対応

基準」について、法律改正

対応に役立つツールの作成

入り、消費税引き上げの悪

アベノミクスも２年目に

政府も様々な対策を講じて

確に対応していく必要があ

年度事業計画

きているが、ＴＰＰ交渉の

成分表示については、消費

また全菓連は、昭和

準が続いている。

先行き不透明など予断を許
る。

に創立され、今期は第

脱却を確実なものとするた

さない状況にある。
このような中で、中小菓

業に取り組んで行く。

以上を踏まえ、以下の事

を迎える。

子製造業は未だ消費の低迷
が続き、原材料の価格もピ
ーク時からは低下してきて
いるが、依然として高い水

・引き続き表示の適正化に

１．事業環境を巡る諸問題への対応
⑴食の安全安心に関する問
取り組む。
日に公布

題
年６月

・平成

回全国菓子大博覧会

年４・５月に三重

回全国大菓子博の開催計画

平成

の支援

⑹第

①適正な食品表示の推進等

の必要資材の斡旋を引き続
き実施する。

Ｌ共済保険制度のほか、引

等に対し、必要に応じて助

③全組合員を対象としたＰ

き続き任意ＰＬ保険の加入

⑵「お菓子何でも情報館」

促進に努める。

甘利明経済再生担当大臣
挨拶要旨

はお菓子の業界の責任者と

旭日中綬章という極めて高

同時に全国の中小企業の中

組んでいます。今後、ＴＰ

ーカーとして

央団体の役員で、両方の場

日本の産業の足腰を担っ

早く参加した

面でお世話になっています。

一般消費者への情報提供の

方がいいとい

最後に日本の味覚の感性

い位置付けの勲章を受章さ

う安倍総理の

の素晴らしさが国民の豊か

Ｐがアジア太平洋全体のル

判断は、正し

さにつながると同時に、経

ている皆様には、本当に御

いものと信じ

済再生に取り組んでいる私

充実、国の補助により作成

ています。私

にとりましても、地域の重

れた次第で、心からお祝い

は個人的に和

要な基幹産業の一つとして

を申し上げます。岡本さん

菓子が大好き

益々ご精進をされることを

ールになることは間違あり

で、どこで食

心からご祈念を申し上げま

ませんので、そのルールメ

事しても適度

す。

礼を申し上げます。ＴＰＰ

に別腹を楽し

では、国益をふまえて取り

日に

んでいます。

した県組合ホームページへ

を図る。

年２月

全菓連共済ビルヂング株式
会社も昭和

設立・登記され、同じく

この節目の年を迎えるに

周年を迎える。

当たり、将来への新たな出
発を記念して以下の記念行
事を行う。

甘利明経済再生担当大臣

の組合員店舗の登録の拡充

菓子何でも情報館」による

全菓連ホームページ「お

言など支援を行う。

各県組合情報提供制度を

ルへの委託事業）

⑴菓子工業新聞（全菓連ビ

３．情報提供

⑶全国役員研修会、ブロッ
ク会議の開催

月に東京で

①全中の助成を受け、全国
役員研修会を
実施する。

拡充するほか、原材料情報、

②各県組合相互の情報交換
並びに全菓連の事業推進の

需要喚起の方策、材料メー

小企業団体の組織に関する

年４月１日に「中

法律（昭和

は昭和

全国菓子工業組合連合会

４．全国菓子工業組合連合会
創立 周年記念行事

ためのブロック会議を継続
実施する。
⑷各県組合活動の支援
組織活動対策補助、菓子
祭り等の助成、全菓連ブロ

ン導入促進融資、経営改善

５ 号 ）」 に 基 づ き 設 立（ 農

ック会議開催補助、パソコ

検証セミナーなどを行う。

年５月

年法律第１８
⑸青年部活動の支援

林大臣認可：昭和

周年を迎える。また、

６日）され、本年４月１日
に

15

①菓子の原材料の安定確保
のため、関係団体、企業と
の連携の下に国産加工用
米、もち米、北海道小豆、
天津小豆等の共同購入、斡

ブロック長会議、各地区
ブロック大会の開催等の支
援を行う。

10

26

旋事業を引き続き実施する。
②包装資材、出版物、プリ

40

全菓連
ンター、アルコール洗剤等

32

50

28
40

50

40

50

50 40
27

50

11

27

25
29

27

50
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といった効果が確認された。

のん」を活用した食品ロス
食品ロスの削減に取り組む。

ク活用の推進などにより、

追加輸入を実施する。

し、バター７，０００㌧も

が入札実施し、入札後から

月末までに順次輸入さ

れ、国内需要者へ供給され

る。

•••••••••••••••••••

日本菓子専門学校

組合推薦を要請

行政法人農畜産業振興機構

５月下旬～６月上旬に独立

今後のスケジュールは、

削減国民運動やフードバン

バター・脱脂粉乳を追加輸入

•••••••••••••••••••

この結果を用いて推計し

億円相当そのう

た食品ロス削減効果は約４
万㌧（約
億

円）となり、納品期限の緩

年２月から、独立行政法人

約

和により相当の食品ロス削

・農畜産業振興機構が脱脂

ち菓子０・１万㌧
品ロス削減量等の効果を測

農水省では、生乳生産の

粉乳やバターについて、国

農水省 安定供給確保へ

定した。
減の効果が見込まれること
最近の状況及び今後の見通

アクセス輸入の残量で輸入

乳４・１７８㌧をカレント

給を確保するため、脱脂粉

が、バター・脱脂粉乳の供

国や社会、人々の為に尽さ

それぞれの務めに精励し、

要綱は以下の通り。

減免制度も行っている。

り被災された方対象に学費

本年は東日本大震災によ

なった後、遺族等が手放す

集め、もらった本人が亡く

ターは「きれいだから」と

万円等の値がつき、コレク

２０１４年

０１５年２月

日まで

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

平成

は、経済産業省内が

分、

資源エネルギー庁関係

伝達式は定刻９時

人、特許庁関係

人、中小

人の計１５０

③特典

検定料無料

各組合に推薦書、入学案

④手続き方法

内があるので受験希望者は

問合わせてみるとよい。

問合先・同校学務局０３

（３７００）２６１５

７月２～３日、第

回

•••••••••••••••••••

日、青年部東北

行事予定

６月

・北海道ブロック部長

会議、盛岡市・県菓子工業

組合事務所

日、東菓工協力

良生氏（㈱Ｓ・Ｙワークス）

会講演会、講師・牧田

７月

後山の手ホテル

ブロック大会、松山市・道

全菓連青年部中・四国

14

菓子は０・１万㌧の削減効果

年

し等による食品ロス削減に
向けた検討をし、平成
②パイロットプロジェクト

しなどを踏まえ、秋以降、

減少していることからバタ

ましたので待たずに大変助

れてきたことを深く感謝し

ことがままあるとのこと、

了後、南溜の入口内部で各

企業庁関係

愛媛

食品ロス削減ＷＴのとりまとめ結果より
我が国で年間１千７百万
㌧発生する食品廃棄物の中
度のとりまとめを行った。
から、今後は納品期限の緩

日本菓子専門学校（秋田

校、短期大学、大学卒業見

和を推奨するとともに、飲

プロジェクトの最終報告

際約束に基づく輸入（カレ

勝校長）では、各都道府県

における検証結果

需要時期を迎えるバターの

菓子工業組合に、後継者育

①応募基準

料・菓子以外の食品におけ

ントアクセス輸入）の入札

では、

手続きを前倒しで実施して

ーや脱脂粉乳の在庫が減少

かりました。

ております」とお言葉を賜

勲章が売買されている記事

後継者

味期限の延長及び表示方法

傾向にある。このため、平

昼食は幕の内でビフテキ

りました。その後、受章者

を見て、少々複雑な思いに

月１日〜２

の見直し（賞味期限が３ヶ

他旨いものが入っていまし

と配偶者の間の通路を通ら

②組合推薦

月超の品目について年月表

年度は年度開始前の本

たが、小さなおにぎりが３

れ、最後に私達の車椅子の

職業分野として希望される

・製菓製パン業を将来の

・２０１５年３月高等学

安定的な供給を確保するた

る効果の検証などを行う。

め、追加輸入を実施する。

③パイロットプロジェクト

返品が減少する傾向

●製造業…納品期限緩和に

込みの方。

度、特定の地域で飲料

●小売業…飲料及び賞味期

成

より未出荷廃棄量が削減で

成とのため、同校への入学

子の一部品目の店舗の納品

間１８０日以上の菓子につ

示 化 ）、 ロ ゴ マ ー ク「 ろ す

まだったので気の毒に思い

国歌斉唱、経済産業茂木大

個だけで、空腹感を満足さ

バス毎に記念撮影後、乾門

人、瑞宝章

人であり、私はこの中

人、旭日章は

が

人の中の

人の中の１

小企業庁関係の

１人、旭日章

人。私の上は旭日大綬章が

１人、旭日重光章が２人で

あり、今更ながらこんな晴

全国菓子工業組合連合会

・岡本楢雄

17

には、まだ食べられるのに

①パイロットプロジェクト

きた。

期限を現行より緩和（賞味

いて、店頭廃棄の増加等の

ままである由、全菓連の山

ました。

昨夏以降、生乳生産量が

ーム」は①卸売業・小売業の

期間の３分の１から２分の

問題はみられない

本専務が高齢の為心配頂き

の結果を受けて～食品ロス

多くで取引条件として設定

１以上）する実証事業を実

ですが、農水省との話合い

車椅子を用意し、渡辺部長

きる可能性

されている納品期限の見直

施し、それに伴う返品や食

で大阪府中小企業団体中央

を付添わせる旨返答するよ

臣の代わりに松島みどり副

せられませんでした。

駆られました。

長と隣合せ、皇居坂下門か

から皇居を辞しました。

分再集合。指定さ

ら入り、宮内庁前を通り、

時

ず感じたことは、黄綬褒章

拝謁の「春秋の間」の前の

年

人、

受章時とくらべて漆の箱が

章受章の時は家内同伴で今

今度の経済産業省推薦分

４倍以上の大きさ、手に受

東庭で下車、ここから車椅

回と同じ「春秋の間」で拝

年春の黄綬褒
子に乗せてもらい、宮内庁

謁をうけたのですが、

前回昭和
けて長官が手を放されると

の係官の先導でエレベータ

98

東京

捨てられている「食品ロス」
が５００～８００万㌧含ま

の概要

とりまとめ結果
の概要

のため、農林水産省で発足

れると推計されている。こ

した「食品ロス削減のため
平成

年８月から半年程

の商慣習検討ワーキングチ

し・再検討に向けたパイロ

あった人に贈られる旭日章

会を経て大阪府から中小企

大臣の式辞、代表者一人に

希望者の組合推薦方を要請

ットプロジェクトの実施、

は８８９人、最高位の大綬

業庁の方へ申請をして頂く

う指示されました。私は立

勲記が授与された後、各部

本当に有難うございました。
日、昭和の日

旭日中綬章 拝受して
パイ

予想以上の重さでぐっとさ

ーで拝謁場へ移動しまし

11

去る４月
の各紙全国版に、私の氏名

カン

がる思いでした。後で開け

の時間経過を感じさせられ

辺部長が迎えにきてくれ、

31

59

・年齢・主な役職として、

て思っていたより大きく、

た。車椅子の者は天皇陛下

ワー東京地下２階「ボール

91

大阪府中小企業団体中央会

美しいものでした。勲記は

ご存知の通り私は、菓子

日号に
業界を母体に、農林水産・

大阪中央会の山口専務と私

ありました。

化勲章に８８０万円、大勲

フライデー５月

ためて一人暮らしの不自由

ルーム」で勲章伝達式が経

の４人一緒にタクシーで指

位菊花大綬章に４８０万

ました。

さを感じました。家内が亡

厚生労働・商工・地域・神

定のホテルへ向かいまし

皇陛下は侍従を先頭にご入

円、勲二等旭日重光章に

30

31

会長と掲載されるや、早速

日当日は午前８時

感佩の極
した。

お立台から左の端に約

れがましい勲章を頂いたこ

くなって丁度今年が十三回

済産業省主催で開催された

場、お立台にたたれ、代表

13

59

多くの祝電やお祝のお花等
全国各地よりお届け頂き、
ご指示を頂きました。５月

名。受章者は前の集団、通

とに感佩の極みです。有難
後、皇居「春秋の間」で天

へ出発までの間に一人だけ

者が謝辞を述べた後「長年

した。

特製の紙筒に入れられて既

「勲章販売中」という記事

うございました。

社その他関係の役職・委員

で記念撮影をしてもらう

嬉しかったのですが、あら

に配られており、間違いが

で、私の拝受した勲三等旭
等務めさせて頂きましたの

た。伝達式の指定の席が私

為、順番をとってくれてい

時

忌、もう十二年が過ぎたこ

皇陛下の拝謁というスケジ

には用意されていました

ました。定刻

とになり、月日の経つ速さ

で、当然菓子業界の全国菓

が、付添の３人は立ったま

45

渡辺部長は伝達式後皇居

に驚かされました。

ュールでした。皇居内で拝

分全菓連の山本専務と渡

路をはさんで後の集団は配

日中綬章に９万５千円、文

28
謁まで約一時間有余立った

30

61

子工業組合連合会から農林

20
水産省へ申請して頂いたの

日ザ・プリンスパークタ

ないか確認するよう指示が

分に天

偶者で約３００人程が並び

50

40

23

11

前をお通りになり、私に「お

した。

②賞味期限及び表示の見直

人、

っていられるだろうとも思

大事に」とお声をかけて頂

現在、関係者は生乳の増

年春の叙勲で皆様

章が６人、重光章が

ことになりました。

いましたが中央会の山口専

いたのが感動的でした。終

産に向けて取り組んでいる

ご承知の通りおかげをもち

私がもらった中綬章が

中小企業庁より大阪府そ

れた８号車の指定席に車椅

前年を下回って推移してお

まして、旭日中綬章という

人。公務や公共的業務に長

して大阪府中小企業団体中

門毎に部門長が勲章伝達と

子を操作してくれる渡辺部

り、乳製品向けの生乳量も

私には身に余る立派な勲章

年従事した人に贈られる瑞

なり、私は北川中小企業庁

同省では、引き続き、賞

を拝受することが出来まし

宝章は３，２１５人、合計

務と全菓連の山本専務のご

長官から頂戴しました。先

削減のためにできること～

た。この度のこの栄誉は偏

央会を経て、叙勲内定後い

配慮に従うことにいたしま

●卸売業…納品期限切れや

に長年に亘る皆様のご支援
４，１０４人で、女性は３

ろいろと微に入り細に入り

菓
･

とお力添えがあってのこと
６７人で全体の８・９％で

26

岩手

16

87

13

11

44

今回の叙勲を受けた者は

30

10

25

衷心より感謝申上げます。

28 10

25

様々な分野で顕著な功績の

13

29

12

26
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伊万里西松浦郡菓子組合

に、菓祖中嶋神社がありま

我々菓子組合では毎年１
日に神社にお参りして

近代化に多大な貢献をして
記念

月７日まで「生誕１５０年

社がありその敷地内に昭和

に前は香橘（こうきつ）神

８月は週に一度、盆を外し

献菓祭を行い、また７月と

を持ちより商売繁盛を願い

新年会、４月

始一貫」の書は、ご親族の

した。座右の銘である「終

育成業振興にも力を注ぎま

練乳工場を建設、酪農家の

土伊万里のために森永第８

また、１９２２年には郷

＂情熱＂を感じ取っていた

郎が菓子作りに傾けてきた

場にお越しいただき、太一

ていたそうですが、ぜひ会

子は私の主人だ」と口にし

されます。太一郎はよく「菓

―２４―３９４７）で開催

賀県立博物館（☎０９５２

森永太一郎展」が佐

きました。

年中嶋神社が、建立され

て、親子でお菓子教室を市

お宅だけではなく市内小学

月

たもので、その後香橘神社

民センターの料理室を借

校などいたるところで大切

す。現在中嶋神社がある所

と戸渡島（ととしま）神社

年間続けて受講生と

と知れた焼物の産地。その

供に楽しい御菓子造りを

陶器問屋を営んでいた伯

成功裏に終わった全国菓

定でありましたが、ご来場

こ数日、三十度を軽く越え

晴れの日が続きます。こ

く使わないミニ工場をつく

る？小麦・落花生などを全

ーに関する商品はどうす

するならどこへ？アレルギ

も、販売価格には反映した

に、原材料が値上がりして

り。消費税のアップととも

豊作もあれば凶作もあ

みましょう。

■お客様の立場で店をみて

拝されてきました。

にも信仰の対象として、参

菓子組合はもちろん、市民

社、中嶋神社ともに、我々

そういうわけで、香橘神

香橘神社での鎮座地です。

すすめします。

体を見直してみることをお

化にあわせるように、店全

常にというより、社会的変

してみることも大事です。

ているか、その行動を意識

菓）は、日本の菓子業界の

洋菓子製造所（現・森永製

年に帰国し創業した森永西

念を燃やします。１８９９

て菓子作りの技術習得に執

失敗しますが、一念発起し

にお約束した、これまでよ

全国の菓子工業組合の皆様

ースの完全な分離、そして、

いて展示スペースと販売ブ

いた褒賞に関わる問題、続

合連合会からお示しいただ

まずは、全国菓子工業組

ります。

と違ういろいろな課題があ

三重大会には、これまで

います。

会に向けて、準備を進めて

討しています。

組みも計画に盛り込んで検

で味わっていただける取り

国三重の山海の食材を会場

えています。また、うまし

ろを堪能して頂きたいと考

とにより、菓子博覧会だけ

公園のお膝元で開催するこ

います。

香橘神社は、その名の通

だければと思います。

父の薫陶を受けながら立派

ました。暦の上では衣更え、

るとしたら？…のスケジュ

り少ない金銭的負担などが

隣町には陶都有田があり、

日には菓子

伊万里、有田は焼物の産
と、岩栗神社が合祀され伊
り、

合をおこし、現在に至って

地という他に、伊万里川を
萬里神社と呼ばれています。

にされ、伊万里の＂お宝＂

長・堀江利治

伊万里西松浦郡菓子組合

し、市民より愛される組合

日から９

り橘（たちばな）が香る神

年７月

となっています。
平成

伊万里市のもう一つの自

作りを目指してきました。

•••••••••••••••••••

ら田道間守を祀った（まつ

な商人として成長した太一

頂く皆様の宿泊施設や観光

慢 は、＂ 西 洋 菓 子 の 父 ＂ 森

った）中嶋神社が、菓子の

子大博覧会広島大会から、

等を考慮した結果、伊勢市

けた田道間守が不老長寿の

重
全国菓子大博覧会 大三会に
向けて

神様といわれるようになり
郎は、陶器の売り込みのた

に開催場所を変更致しまし

開催地を伊勢市に変更

ました。そして田道間守が

年に開催予定の三重大

早一年が経過しました。平

いきなり夏仕立てをひっぱ

ーリングも、商品開発や行

■梅雨は、プランニングに

ばならない点は出てくると

まだクリアしていかなけれ

あります。その他にもまだ

なきご意見、ご提案を頂き

締めていきますので、忌憚

準備を進めたいと身を引き

を頂ける博覧会を目指して

今後も、皆様によい評価

でなく、三重県のよいとこ

伊勢神宮や伊勢志摩国立

た。

り出すことになりました。

くないし、と、苦労されて

出来立てのおいしさに

出かけ姿のワクワクも、ど

出来立てのゼイタクも、お

けて考えてみてください。

奮闘中でありますので、な

画案をお示しできますよう

範となれますような実行計

菓子大博覧会のあり方の模

皆様に納得頂き、今後の

いと希望しています。

ページに関わらせて頂きた

ある全国菓子大博覧会の一

りご要望にお応えし、歴史

もってこい

は、やっぱりかないません。

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

■スケジュールは「時計」
事と重ねて計画すると、大

ある菓子舗から、秋の栗
企画商品の試食と、次なる
クリスマスや年末年始の企

思われます。

いるところもあるでしょう。

ちらもお菓子の本来。梅雨

たいとご期待し、できる限
宅配やお土産のお菓子と分

菓房の方ばかり見てい

の季節の過ごし方、おすす

画について連絡がありまし

て、大事なことを何か見落

抵うまくいきます。

としていませんか？こんな

たいので、６月中旬にはミ

なるアドバイスをお願いし

て、企画を次々書き入れて

ヶ月とみなし

おくのもアイデアです。時

時計盤を

ーティングをとのこと。２

めでした。

長・岡幸男

三重県菓子工業組合理事

お願いいたします。

皆様のご支援をよろしく

つ返事で引き受けました。

時こそ、お客様の側に立っ

当初、津市で開催する予

願いいたします。

にとぞご理解とご協力をお
計の針のように、企画タイ

ので不思議です。

城戸翔寉（きどしょうかく）

よい企画を生むには、先手

商品の試作室を移転改装

自分がどんな買い方をし

て店内を見て下さい。

た。本年のふりかえりと次

29

24

ミングを動かしやすくなる

その 230
６月

成

歳で渡米、商売には

永太一郎の出身地であるこ

18

めに

とです。

26

持ち帰った所が伊万里での

橘の実を持ち帰った果物が

重
三

菓子のルーツという記述か

社といい、古事記や日本書

19

紀には、垂仁天皇の命を受

13

30

のように

中嶋神社の全景と左中央が橘の木

伊万里と言えば、言わず

有田の組合と一緒に先達
上っていくと小高い山の上

19

が、伊万里西松浦郡菓子組

のこれまでの歩みと現状

賀
佐
必勝です。

12
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組合新事務所を開設
菓子・パンの魅力発信基地に

手県の情報発信拠点となっ
の高橋一夫県観光協会専務

部 竹 屋 製 菓 ）、 同 セ ン タ ー

てきたいと」力強く挨拶し

しさをこれまで以上に伝え

県産菓子パンの魅力と美味

子展示スペースを設置し、

る。

開を目指して行く予定であ

出発点とし、新しい事業展

が、新拠点を整備を新たな

９４０

ＦＡＸ０１９―６２６―３

０１９―６２６―３９０３

経済交流センター内

オスビルは、岩手・盛岡の
より、沿岸部を中心に大き

は、東日本大震災の影響に

岡駅西通２丁目９―１マリ

００４５

電話

ている。
により、記念のテープカッ

文化経済の発信基地。今回

時～午後４時

開所時間＝平日午

トが行われた。

事務所の移転は、マンシ
ョンの老朽化などによる各

営の懸念材料となってい

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

沢仁

岩手県菓子工業組合・小

前

新事務所住所

た。今回の新事務所開設に
オスビル３Ｆ

〒０２０―

た。岩手県菓子工業組合で

ター」内へ移転、新事務所

く組合員数が減少している

齊藤俊明理事長は「マリ

を開設した。同センターは、
の事務所移転を契機に、菓

種負担増が、近年の組合運

藤俊明理事長）では、岩手

より、観光事業との連携を

「いわて観光経済交流セン

菓子博を契機として設置さ
岩手県商工労働観光部が所
図りながら、県産菓子・パ

使命感に燃える講師・多様な生徒

れ、全菓連山本領専務、日

式は、去る五月七日に行わ

されている。新事務所開所

博覧会への出品商品が展示

年開催された、広島菓子大

示する。開所にあたり、昨

れ、県内組合員の銘菓を展

示するスペースも設置さ

門校で、創立

数少ない公立の和菓子の専

た訓練校であり、全国でも

す。この学校は国の認定し

特筆すべきものといえま

で菓子技術専門校の運営は

るべきものがあり、その中

組合ですが、いくつかの誇

合員数約１２８名の小さな

島根県菓子工業組合は組

の中には「選・和菓子職」

容を充実させました。講師

屋２名）で、

す。講師陣は６名（内材料

に講義・実技に励んでいま

技を沢山習得する様に熱心

は

っています。今年の入校生

業が始まり、色々な餡を作

今年度は５月

して開校しました。

ります。生徒は業界人とは

んで頂ける様に頑張ってお

頭に並べ好評を得ていると

が、習ったお菓子を早速店

技能開発コース出身の人

名ですが、皆が講師の

年度より現
役の講師を４名迎え授業内

この事は、高齢化が進む

この成功につながったと言

方々との思いがかみ合って

でも楽しみたいお年寄りの

やはりこれまでの味が少し

メインの生活を送っても、

と、老健施設の中で流動食

してきた和生菓子製造業

子の歴史など、この土地な

別授業として、松江の和菓

業です。また今年度より特

が多少ある人にも新鮮な授

うので、菓子づくりの経験

炊きざるでこすことから習

原点である、製餡も豆から

技コースでは菓子づくりの

来ています。基礎学科・実

度は遠く韓国からも勉強に

ので、入校希望の方・詳し

ースは７月から始まります

待ちしております。実技コ

く為に入校されることをお

人でも多くの方が技術を磨

県菓子技術専門校にぜひ一

くされども理想は高い島根

可能なのです。バリヤは低

た講師なので、この運営が

の上講師陣は使命感に燃え

にしていないからです。そ

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。

岩手県菓子工業組合（齊

れた、盛岡市肴町所在の事
管する施設で、公益財団法
ンの一層の消費拡大を図

本製パン製菓機械工業会大

までの卒業生は２５９名で

の輝かしい称号を持つ者・

限らず一般の主婦もおり、
の松江に於ける第

日本社会における和生菓子

らではの和菓子文化につい

えるのだろう。

のあり方に一つの道筋を示

をお待ちしております。見

い内容を知りたい方は連絡
学校の目標は技能士２級

学も受け付けております。

て講義を行います。

の実力を養うことと、技能

務局・黒田厚子

島根県菓子技術専門校事
技術を学ぶことです。現に

開発コースでのより高度の

す事が出来たのではないだ
ろうか。
京都府菓子工業組合・小
東武史

加賀で育って76年

岩手県盛岡市盛

務所を閉鎖し、去る四月一
人岩手県観光協会、ジェト

庭保常務など、関係者百人

県内はもとより、北は山形

各老舗の工場長が在籍して

今回の移転にご尽力された

今まで長い間にわたって
お茶の間に日本の味を提供

まんまろん

いわて観光

日付で、盛岡市盛岡駅西通
り、組合経営の更なる安定

余が出席。齊藤俊明岩手県

から南は長崎まで卒業生が

お り ま す。 ま た 講 師 陣 も

いう話を聞きます。特筆す

島根県菓子技術専門校

菓子工業組合理事長、小野

おり各地で活躍していま

べきは学費の安さで、もと

事務所へは、菓子を常設展

化を目指す考えである。新

ロ盛岡事務所が入居し、盛
岡市はもちろんのこと、岩

寺眞利岩手県和菓子協会

す。この学校は、平成元年

入学の動機も様々ですが技

もと組合運営で営利を目的

日より授

長、岩手県知事代理の橋本

日々勉強をして、すばらし

術を習得する為に皆熱心に

年目の現在

良隆県商工労働観光部長、

回全国

学んでいます。さらに今年

地の施設からの好評をいた
だいた。

（Ｘ・Oたっぷり）

に所在する、盛岡地域交流
センターマリオスビル三階

お年寄りに安全な和菓子を

っては「水すら飲む事すら

高齢化社会における和菓子のあり方
日、京都各地

難しい」とされる人々に「形

去る３月

のある食事」を提供すると

菓子にとっては想像以上に

の老人保険施設にて、京滋

困難だったのだが、三つの

摂食・嚥下を考える会と京

それは老健施設に居られ

品目が見事に合格となり、

いう事は、粘りや食感（の

る嚥下咀咽が難しいお年寄

京都各地にある老健施設に

都府生菓子協同組合による

りの方々に安全な和菓子を

どごしなど）が身上の和生

召し上がって頂くというも

おいて高齢者の方々にお届

合同企画が開催された。

ので、和菓子での企画とし

このプロジェクトは、各

けする運びとなった。

授業の様子
い技術をより多くの人に学

16
24

13
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菓子大博覧会の成功を記念

18

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

（型焼き）

本格的カステラ

根
島

嵯峨壱朗岩手県議（久慈支

21

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。

新事務所開所式でのテープカット
ては一年前から計画されて
いたものである。状態によ

桜あわせ餅と豆乳羹

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…

14

10

手
岩
都
京
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薫る街からの風菓子
芦屋 柳月堂玉 川
西でも有数の高級住宅街で

政区域の変更を経るが、特

は、廃藩置県など数度の行

時は経て、明治維新以降

登場する。

知られる。平安時代「伊勢

に交通機関の発達により

兵庫県芦屋市、そこは関

物語」では、六歌仙のひと

（明治

滝」に案内したと記される。

やってくる人々を「布引の

広がる農村であった芦屋

車が開通など）田園風景が

２年国鉄、昭和２年阪急電

年阪神電車、大正

り在原業平と思われる主人

このほか「芦屋」の名は「万
は、阪神間の近郊住宅とし

て目覚ましい成長を遂げる。

れる。

歳の時、兵庫県神
喜久寿」

当代の文輝さんは、大阪
感と「しっとりさ」を両立

は、「 ふ ん わ り 」 と し た 食

０人近くのお客様の行列が

０個以上つくり、１、００

にはお餅を１日１０、００

餅の評判も高く、毎年年末

の銘店「住吉菓庵
させるため、２種類の卵を

戸市に出て、長田区の「栄

使用したこだわりのカステ

今回は、そんな芦屋の中
歳の

歳から修業し、

で
時から先代のもとで修行を
続け、

年

太楼」で働き後に工場長と
なる。そして、昭和

堂玉川」としてお店を継が

玉川」
歳の時に神戸市中央区熊内

れた。

柳月堂

心地であるＪＲ芦屋駅前に
ある「芦屋

橋通りにて「柳月堂玉川」

できるそうだ。

の２代目店主、安達文輝さ

として創業された。その後、

ラである。淡路島の朝採り

んを訪ねた。創業者の先代、

歳の時「芦屋柳月

安達一郎氏は、福岡県柳川
芦屋にも出店し２店舗で営
業する。

市のご出身で、 歳のとき、
長崎にでて長崎屋で修業さ
種にも及ぶ朝生菓

と名付けられた進物菓子９

お店には「芦屋風菓撰」

出すために使用していると

り卵」は「しっとりさ」を

た加古川「日本一のこだわ

く」焼き上げるために、ま

卵はふんわりして「浮き良

などで技術の研鑽や情報交

市生菓子協会、大阪二六会

生菓子経営研究会や、神戸

組合青年部長に就任。神戸

今年度、兵庫県菓子工業

のこと。先代からの「カス

さんの

換を怠らない。そんな文輝

種と、
子がところ狭しと並んでい

テラ」に対するこだわりを

年後の夢を聞いて

る。その中で全菓博名誉総
裁賞受賞の「芦屋カステラ」

店舗データ

水曜定休

公が芦屋に住み、京都から

葉集」など度々古典文学に

安達文輝さん

営業時間…10：00 ～19：00

回西日本食品産業創造展

後藤由美（㈱五十二萬石
本舗）
▽福岡市食品衛生協会会長

や菖蒲などの上生菓子を講

▽日刊工業新聞社西部支社

岡崎歩（㈱ひよ子）

賞

日刊工業新聞が主催し、

支社長賞

第

九州全県と山口の各菓子工
習した。また、和菓子職人

▽福岡市技能職団体連合会

福岡市菓子協同組合では

長賞

▽福岡市菓子協同組合理事

吉田裕行（㈱ひよ子）

西岡隆利（㈱ひよ子）

守田克己（㈱石村萬盛堂）

▽博多マイスター賞

◎工芸菓子
▽福岡市技能職団体連合会

大神政治（㈱ひよ子）

会長賞

▽福岡市食品衛生協会会長
賞

屋 マ ロ ン 」、 ふ っ く ら と 焼

あんで包んで焼あげた「芦

大粒の栗を蜜漬けにし、白

強く感じる。そのほかには、

供と一緒に商売していけた

に恵まれたので、五人の子

「 四 男 一 女、 五 人 の 子 供

みた。

谷崎潤一郎の長編小説

らなと思います。継いでく

「細雪」の舞台となった芦

き上げた生地に、自慢のあ

伝統の技術を大切に活か

屋。そんな、歴史と上質感

れるか、わからないけどね

し、口の肥えた芦屋の人々

を大切にする街で、長くお

（微笑）」。

を満足させるものである。

客様に支持されていること

んこを合わせた、どら焼き

また、朝生も和歌山県産の

に深い感銘を受けた。

「のぞみ月」など、どれも

はっさくを使用した「はっ

介

近畿ブロック長・中島慎

さく大福」、創作和菓子「芦
屋ぷりん大福」など充実し
ている。さらに、昔からお

中村雄二（㈱ひよ子）
▽日刊工業新聞社西部支社

和菓子体験講習会

ゴマを使ったお菓子を実演・販売

理

理

窪田雅英（ドルチェ）

支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支社

津留康宏（つる本舗）

事長賞

▽福岡市菓子協同組合

野田拓史（野田和光堂）

事長賞

▽福岡県菓子工業組合

れ、受賞者は次の通り。

菓子のコンテストも開催さ

を行った。ゴマを使ったお

った焼き菓子の実演・販売

ちぢく・とよみつひめを使

リンまんじゅうや福岡産い

福岡菓業青年連合会はプ

西岡隆利（㈱ひよ子）

支社長賞

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

芦屋カステラ

23

23

20

野田和光堂の「手焼せんべい」

による工芸菓子・四季の創

業組合が後援する「第

作和菓子と工芸菓子コンテ

会長賞
古屋正宏（㈱左衛門）

乳製品を使ったタルト・ト

クリームを使ったクレープ

▽福岡県菓子工業組合理事

和菓子体験講習会を開催。

長賞

オムレットなどが実演され

ロペジュンヌや九州産の生

◎四季の創作和菓子

敬称略。

西日本食品産業創造展」が
〜

ストの受賞者は次の通り。

５月

日、マリンメッ

24

ミニ講習会も実施され、

セ福岡で開催された。

23

来場者に日替わりで紫陽花

た。

電話番号…0797－22－0175

16

30
25

兵庫県芦屋市大原町 9－1－0026
ラポルテ東館Ｂ1

10

30

18

芦屋 柳月堂 玉川

38

回

24

岡
福
21
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「ＤＭの効果」
お客様との橋渡し

り難いもので、色々な面で

常連のお客様は本当の有
を感謝の気持ちとしてプレ

に、年二回「季節のケーキ」
割もあれば良い方だと思い

ＤＭの回収率は、２～３
前や住所を覚えたりコミュ

ハガキを見て、お客様の名

待し、お客様に喜んでいた

のハガキに今年も活躍を期

の橋渡しをしてくれる一枚

づくりに努力していきたい

だけるお菓子づくり、お店

商品をこの方法でお召し上

と思います。

ニケーション作りにも大変

がりいただき、口コミによ

役に立っています。今後、新

す。回収ハガキには、日付

る販売拡大も考えています。

ますが、この期間は半数以

とお買い上げ金額を記入し

上の方がご来店下さいま

夏は、桃丸ごとゼリー「桃

今後の参考にします。また、

ゼントさせていただいてお

太 郎 」、 秋 は「 新 栗 の モ ン

こうして毎年、お客様と

ります。

ブラン」を大切なお客様に、
この期間にお持ちくださる

私たちを応援してください

ら私の店で行っている事が

季節ごとの旬な商品をプレ

ます。そのような事を感じ

あります。それは「スタン

ゼントしています。感謝の

数年前か

力を入れている。しかし、

プ満点カード」をその年に

言葉入りの交換ハガキは、

る事も手伝い、

売出しフェアーには経費が

回収したお客様とそれ以前

売上増と新規顧客の確保に

新規顧客を獲得する事は、

かかる割に利益も少なく

に何度か回収したお客様

我々、洋菓子店にとって

業績を伸ばす為には不可欠

「線香花火」的要素がある

して兵庫の菓子文化紹介事

業を開催した際に、日本の

古典文学に起因する菓子作

大変喜んでいただいており

気持ちが伝わり、お客様に

ております。日頃の感謝の

の交換期間は２ヶ月程にし

に注意し、また、プレゼント

わが国における菓子の神様

菓を求めて派遣され、後に

に不老長寿を与える非時香

天皇から命を受け、常世国

場する、第十一代天皇垂仁

は、古事記や日本書紀に登

「橘街道プロジェクト」

方発のまさにロマンあふれ

いでいきたいとう、近畿地

と人、そして国と国をつな

生み出し、地域と地域、人

活用した新たな菓子文化を

じめとする、様々な要素を

づくりに地域の農産物をは

歴史とロマンに満ちた菓子

プロジェクトです。これは、

の育成を含め、その製品化

垂仁天皇の御陵近くでの橘

は、奈良市尼辻にある先の

起こします。

いた事を、昨日の様に思い

ら、大きな感動の言葉を頂

いる事を見られた来場者か

物語が菓子の形で表されて

りを紹介した中で、文学や

ます。毎年、このハガキが

として崇敬を集める田道間

を進める「なら橘プロジェ

新たな菓子文化の創造

「橘街道プロジェクト」準発備進

•••••••••••••••••••••••••••••

田友信

滋賀県菓子工業組合・山

である。

のが現状かと思われます。

）

備 中
白小豆
開
発

年頃よ

も足を運んでいただきます。

れるお客様も多く県外から

を多く含有していることを

素になる「トリプトファン」

リー性は、生まれてくる菓

もの作りにおけるストー

ます。またさらに広域事業

クト」が先行して行ってい

していきたいとの意向も示

世代につなぐ様々な取組を

白小豆の中に練り込み、柚

う」を、漉し餡にした備中

新見産白小豆「ぬれなっと

日かけて糖蜜を浸透させた

護食としてもお勧めしたい。

る。水なしで摂取でき、介

集中させ次の攻略を考え

リー）を摂取でき、精神を

（バナナの半分程度のカロ

水、三拍子そろった地形か

が多い気候、清らかな源流

台地の土質、朝夕の温度差

見い出しました。カルスト

０年に兵庫県菓子工業組合

このような思いは２０１

大切な要素と思います。

子に命を与えてくれる大変

子開発と海外との交流で次

皆さんが、歴史に基づく菓

子業界を牽引する青年部の

トの実行は、これからの菓

としての橘街道プロジェク

トレインを走らせようと

ティシエと組んでスイーツ

とどまらず、鉄道会社やパ

ロジェクトは、組合事業に

してくれています。このプ

の運動の休息時に１袋

㎉

既に「橘」に関する活動

届くのを心待ちにしておら

守と橘との関係を元にした

るプロジェクトです。

れ、商品を切らさないよう

ただき集中して交換に来ら

何度かに分けて配達してい

御多分に漏れず、私の店

新栗のモンブラン

も各種フェアーを開催し、

桃太郎

の菓子材料（

ブラ
ンド

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

岡山

られ、弊社は平成

レアーホワイトようかん

日本の小豆三大産地とい

を加え軟らかい羊羹に仕上

がシアトル総領事館と連携

り備中白小豆栽培を企画、

ら栽培された備中白小豆

えば「北海道」「丹波」「備

は、濃い味の品質で最高ラ

か、新たに誕生する菓

か、スイーツを科学の

岡山県立大学に委託した

試験栽培と新商品開発に踏

成分分析によると「備中白

み出しました。試行錯誤の

げました。白小豆の風味と、

中」なかでも「備中白小豆」

ほんのり柚の香りが広がる

は備中の中腹部が発祥の地

視点から見てたものづ

新食感の羊羹です。長時間

ンクに位置しています。収

末、今回の「レアーホワイ

産は約１ｔの収穫がありま

子をアーカイブ化して

穫量も年々増え、平成

小豆」は「セロトニン」の

と云われています。幼少期
トようかん」にたどり着き

くりにしていこうと

に栽培の手伝いをした想い
ました。

した。生産者も増えて、よ

これからも岡山県菓子組

方で多くの人をつない

うなどの、新たな考え

し経済活動とつなげよ

合のメンバーで、岡山のブ

田道間守と橘との歴

でいこうとしています。

史とロマンが「橘街道」

ランド菓子材料（備中白小

する菓子を創作してこの魅

・日崎隆広

兵庫県菓子工業組合

います。

向けて広がろうとして

として今新たな世界に

つき屋）

・谷森順照（銘菓創苑㈱さ

岡山県菓子工業組合理事

力を発信していきます。

豆）を使用した岡山をＰＲ

ています。

Ｗｅｂ上で世界に発信

25
り良い物を作ろうと努力し

なら橘プロジェクト

年

出もあり、その魅力に魅せ

レアーホワイトようかん

49

パッケージデザイン

20

一口サイズの形態で、数

庫
兵

10

賀

滋
山
岡
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ている工場でも︑工場周辺

清掃がきちんと行なわれ

息していることが多い︒屋

ネカクシといった昆虫が棲

ゴキブリやチョウバエ︑ハ

水構造のある環境にはクロ

昆虫が発生しやすい環境と

バエやニセケバエといった

部分には︑クロバネキノコ

ムシもいる︒緑地帯の土壌

活しているアリやチャタテ

するタマバエ︑樹皮下で生

発生する可能性がある︒工

ヒメマキムシなどの昆虫も

ネや食菌性のハネカクシ︑

れらを餌とするモリチャバ

そのままにしておくと︑そ

が発生しやすい︒落ち葉も

アリ︑アリ︑ゴキブリなど

くるケースが見受けられ

イエバエが大量に飛来して

ルに失敗すると︑工場側に

特に鶏舎で防虫コントロー

るといったリスクがある︒

で食品工場にも影響を与え

コントロールの結果いかん

環境ではそれら施設の防虫

場や厩舎︑鶏舎がある立地

ることが多い︒近くに養鶏

棲のユスリカが棲息してい

工場の捕虫器で見かける陸

ではハツカネズミや︑食品

る︒近隣に田畑がある環境

工場への影響が懸念され

すい環境であることも多く

ズミやユスリカが生息しや

に河川がある場合︑ドブネ

響が及ぶことがあり︑近く

地環境も工場への昆虫の影

息していることが多い︒立

分には︑クロゴキブリが生

でいるエキスパンション部

場の建築構造物間をつない

息しやすい場所があり︑工

る︒チャタテムシのような

し︑主にカビを餌としてい

と樹木の樹皮下などに生息

チャタテムシは︑もとも

構造物になる︒

りつきやすい要因をもった

り︑一部の虫からみると寄

陽光により蛍光反射が起こ

料に含まれる蛍光顔料が太

をきれいに見せるための塗

引のリスクは存在し︑外観

場の外壁塗装面にも昆虫誘

らされているといえる︒工

れらが侵入するリスクにさ

息しやすい環境があり︑こ

や近隣には様々な動物が棲

なる︒この様に工場敷地内

ダニが発生することが多く

多い素材でカベアナタカラ

ンクリートの様な凹凸面の

敷地内のアスファルトやコ

とが多い︒春先には︑工場

イエバエの発生源になるこ

した糞の堆積個所で︑ヒメ

バトなどの色々な鳥の落と

る︒側溝の汚泥をすくって

場側に入るリスクが高くな

露出している場合︑虫が工

面し︑グレーチングなどで

ラックヤードなどの建具が

生環境となった側溝が︑ト

の発生源になりやすい︒発

れる雨水側溝は︑ユスリカ

建築物のどこにでも見ら

なってしまう︒

ステムができ上がることに

的に外から虫を運び込むシ

慮されていない場合︑恒久

には︑防虫面での対策が考

などの資材の持ち込み運用

からのパレットやコンテナ

具合になる︒この様に外部

ルまで増えているといった

いたときには何千匹のレベ

移動したことになり︑気付

カビの繁茂しやすい環境に

込まれると︑より餌となる

やコンテナが工場内に運び

屋外に置いているパレット

り付いていることが多く︑

やコンテナなどの資材に取

生昆虫であったとしても︑

捕獲状況があれば︑外部発

が︑大量に捕獲されている

捕虫器に１種類のユスリカ

作業者でなければ難しい︒

境を探すのも熟練度の高い

に潜っているので︑発生環

半透明で︑汚泥やくずの中

虫は非常に小さく︑体色も

い︒エリユスリカ亜科の幼

生に転じていることも多

ていることもあり︑内部発

工場では︑発生条件が整っ

ラー槽などを設置している

て片付けられやすいが︑チ

でも︑外部からの侵入とし

の捕虫器で確認された場合

構内に侵入しやすく︑構内

間でもある工場であれば︑

小さな昆虫なので僅かな隙

などのユスリカは︑非常に

い︒特にエリユスリカ亜科

駆除まで行う工場は少な

捕虫器に捕まる訳では無

している飛翔昆虫すべてが

ため︑食品工場の中で発生

応しないものもいる︒この

るが︑虫によっては全く反

﹁正の走光性﹂を持ってい

る照明に誘引される昆虫は

捕虫器やＵＶが漏れてい

排水の暗渠の中に営巣して

時々︑目視される場合は︑

はゴキブリがいないのに︑

工場の生産エリアの中に

転じる︒

見つけると︑内部発生種に

できる条件が整った環境を

こうした虫も工場内で発生

エが普通に生息している︒

バネキノコバエやニセケバ

緑地帯の土壌では︑クロ

性が高いといえる︒

内部発生に転じている可能

クは残る︒

れていたとしても侵入リス

外線カットの蛍光灯が使わ

のに反応しているので︑紫

いるのではなく︑光そのも

のうちＵＶのみに反応して

い︒アリの翅アリは明かり

スクが潜んでいる︒

いった昆虫による様々なリ

る︒工場の周りには︑こう

と一気に大量発生につなが

殖︶できる環境を見つける

昆虫は︑工場の中で棲息︵繁

で上がっていく︒これらの

渠内の昆虫は生産エリアま

らかの理由で切れると︑暗

浸入を防ぐための封水が何

いることが多く︑これらの

には様々な昆虫が棲息して

いることも多い︒暗渠排水

と構内を行き来することで

には様々な昆虫発生のリス

外に置いてあるパレットな

いえる︒枯れ木や木材が放

食菌性の昆虫は︑パレット

その①

クがある︒雨水側溝には雨

どの資材には︑チャタテム

る︒屋上には︑カラスやド

式会社シー・アイ・シー分析センター・技術サポ

ート部︶より﹁食品工場における動物相〜その特

徴と調査法〜﹂をテーマに講習を行いました︒

になる︒工場敷地内におけ
る緑地帯は様々な動物が棲
息出来る環境が整ってお
り︑構内へのネズミ・昆虫
の棲息〜侵入リスクを内包
している︒クマネズミはも
ともと樹上生活で︑樹木︵特

食品工場には様々な昆

くるもの︑製品原料の臭い

の︑排水からはい上がって

るもの︑光に誘引されるも

える︒また︑緑地帯に観賞

では生息しやすい環境とい

樹︶が多く生えている環境

に果実や種子などがなる

虫︑動物が生息している︒

いる環境では︑アブラムシ

対抗するには相手を知るこ

やアリ︑ヤスデなどが発生

用の低木などが設けられて

料と共に運ばれてくるもの

に寄りつくもの︑資材や原

のパターンが多い︒

きているが︑これもケース

ＬＥＤを使う工場が増えて

所に設置すると︑毛髪が落

る︒ＬＥＤ照明を異物選別

交換は設備部門の方がされ

る︒食品工場で︑蛍光灯の

簡単に確認することができ

を撮ると︑それらの記号が

色性・飛散防止・紫外線カ

品工場イメージからは高演

境にもよるが︑一般的な食

管理面では必要になる︒環

だ︒トラックヤードなどに

ケースに選択使用すべき

を把握した上でケースバイ

要因もあり︑これらの特徴

それら以外にも植物に寄生

しやすい環境ともいえる︒

ズミが寄り付くには理由が

食品工場に侵入しやすい動物相

ある︒緑地帯に生息してい

とが必要になる︒昆虫︑ネ

敵︵ネズミ・昆虫︶を知る

工場の中まで運ばれること

水とデトリタス︵動植物の

シやクモが取りついている

場の建築構造にも昆虫の棲

株式会社シー・アイ・シーでは︑クリーンドク

くずのようなもの︶が停滞

置されている環境ではシロ

ター講習会を同社会議室で開催︑大木伸介氏︵株

するためユスリカが発生し
ことが多く︑これらが屋外

工場内の捕虫器に捕獲されやすい虫

ちていることや汚れがある

トビケラ目等の一部がい

ありえる︒最近のＬＥＤ照

こと︑昆虫が混入したこと

る︒これらの昆虫はもとも

物体本来の色を映し出す演

明では演色性の高いものも

バイケースでＬＥＤが向い

捕虫器に捕獲されやすい

色性という値は︑ＬＥＤは

ていない場所も一部ある︒

虫はユスリカ科︑クロバネ
と敷地の外に普通に棲息し

低いといわれている︒照度

ても気付きにくいといった

ていたり︑蜘蛛の巣があっ

使われることの多いイエロ

ている︒彼らが食品工場の

ある︒そのチェックも品質

ットの３点がついているも

キノコバエ科︑タマバエ科︑

中に引き込まれた際︑棲息

出ているが︑光の性質が通

ることが多く︑ＵＶカット

ニセケバエ科︑ノミバエ科︑

の問題の影響も考慮しなけ

常の蛍光灯とは少し違って

に気づきにくくなることも

ハヤトビバエ科︑ショウジ
できる環境を見つけてしま

ればいけないが︑黄色蛍光

ーランプは︑非常に演色性

ョウバエ科︑有翅チャタテ

うと︑一気に内部発生昆虫

が低く︑そこにカビが生え

ムシ類︑シバンムシ科︑ハ

ナジーＬＥＤといった商品

特徴がある︒防虫オプトエ
灯となり︑オプトエナジー

正の走光性を示す飛翔昆虫への推奨資材
バンガードという商品

おり︑選別室ではＵＶカッ

は︑演色性と防虫阻止率が

ト機能を有した高演色性の

リアルカラーは︑５波長の

灯と同じくやや対象物の色

は︑通常の蛍光灯に後付し

が︑ＬＥＤの色に同化した

５波長︑３波長の蛍光灯の

へと変わる︒

ハナカメムシ科︑ウンカ科︑

かの様に見えにくくなるの

蛍光灯で平均演色性が

ＵＶカットの照明を進め

い人間が設置することが多

れる照明は︑防虫知識の無

る︒この様に後付で設置さ

般的なメーカーのものであ

蛍光灯の持つ機能は︑一

︵ 抑 止 ︶︑ Ｅ Ｘ は ３ 波 長 と

ＮＵやＶは紫外線カット

性を持った飛散防止と紫外

は︑平均で

る︒ワンランプという商品

グコストは良い商品といえ

年ありランニン

機能を持たせる商品で︑耐

少し下がるというマイナス

性の商品があるが︑照度が

近の新しい商品で演色性が

いている照明といえる︒最

物選別の部屋への設置に向

あり︑演色性が高いので異

兼ねてできるような商品が

は︑ＵＶカットと省エネも

ような大きな高圧照明に

高い︒屋外環境に使われる

イエロータイプよりもやや
て飛散防止とＵＶカットの

られている食品工場も多い

く︑ＵＶカット機能を持た

いう意味であることが分か

線カットの能力がある蛍光

工場内における紫外線

ほうが役に立つこともある︒

ので︑最近︑紫外線の発生

る︒デジカメのズームで設

用年数が

源は少なくなってきている

れば︑その照明記号を見れ

置された蛍光灯の照明記号

次号に続く︒

ある︒
ば大抵は簡単に確認でき

といった非常に高演色
ない照明を設置してしま

る︒記号のＰは飛散防止︑

の高い演色

が︑搬入口に後付けされる

今はコスト面も考慮して

い︑虫を呼びつけてしまう︒

蛍光灯品番からみる簡易機能チェック

が演色性の低さの現れであ

ネカクシ科︑アザミウマ類︑

のが︑食品工場に必要な機

大木 伸介 氏（株式会社シー・アイ・シー分析センター・技術サポート部）
機能の無いものにいつの間

〜その特徴と調査法〜
にか変えられている場合も

食品工場における動物相

能となってくる︒

クリーンドクター講習会

ようなレフランプ︵場合に

91
Ra

走光性と捕虫器

やすい︒食品工場の暗渠排













































よっては高圧照明も︶があ
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第903号

でございます︒そんな菓子

す︒洋菓子はあまりよくわ
れていた︑その頃のお話か

として︑ケーキの指導をさ

そうです︒コンサルタント

自宅で工房をはじめられた

が︑ご修業されたあと︑ご

実家のお話もありました

ます︒黒あめで知られるご

聞かせいただければと思い

差し支えない程度まで︑お

ありますが︑今日はそれを

ても生々しいエピソードも

の本﹄が入っています︒と

大川さんの﹃ラスクおやじ

尾関⁚みなさんの資料に︑

います︒

さをわかってきたように思

になってきて︑人生の楽し

だんだん菓子づくりに本気

の先生になったんですけ

レートの原料を買うところ

人さんがいなくて︑チョコ

フチョコレートを作れる職

した︒まだその頃︑トリュ

の研修所にお世話になりま

その関係があって︑スイス

なものすごい時代でした︒

シャワーを浴びているよう

リームの殺菌をする機械で

寝るしかないし︑アイスク

て︑一時は工場の窯の上で

長で︑徹夜３時を繰り返し

長が市川さんという名物社

る人も私ともう一人で︑社

なったんですね︒働いてい

まして︑ものすごく忙しく

チョコレートブームになり

す︒その頃︑ちょっとした

に出店したこともありま

ました︒当時の伊勢丹さん

機を買いにいって１日︑す

たという話がありました

なかなかうまくいかなかっ

尾関⁚職長さんだけだと︑

っていました︒

週の半分くらいは先方へ行

大川⁚大体︑２泊３日ほど︑

のですか？

何日間くらい行かれていた

ーカーさんには︑１店舗で

尾関⁚その頃︑回られたメ

せんでした︒

もうまく商品化には至りま

しいこともあって︑教えて

が職長さんで︑なかなか忙

特殊でしたね︒特に作る人

大川⁚まだチョコレートは

いうことですか︒

だ︑いま程多くなかったと

を作っている店は︑まだま

尾関⁚そのころ︑トリュフ

た︒

らいを回って行っていまし

いったのでしょう︒

ですね︒どうやって増えて

い増えていったといくこと

のお菓子屋さんのオーナー

す︒そこにちょうど︑福島

試作したりしていたんで

して︑空調入れて︑そこで

ートの機械を置いて︑溶か

大川⁚そうそう︑チョコレ

尾関⁚住んでいるお宅に？

いった状況でした︒

にマーブル台を置いたりと

チョコレートを作れるよう

ど︑自宅のマンションには

自分でも作ったりしますけ

の場合は教えるにあたって

ていました︒チョコレート

で︑講演・看板講習をやっ

トとアップルパイの３本

イスクリームとチョコレー

を作っておられたので︑ア

ルの先生が︑アップルパイ

やったり︑銀座のエルドー

なくて︑アイスクリームも

大川⁚チョコレートだけで

った点はありましたか？

が︑そのほかにご苦労なさ

か︑開発は社長がされてい

尾関⁚焼菓子とかゼリーと

大川⁚はいそうですね︒

ということですか？

それくらいになっていった

尾関⁚チョコレートの卸し

になってしまって︒

すけど︑ま︑そういうふう

⁝というのが夢だったんで

に戻って家業を継いでくれ

修業したんで︑そろそろ家

やじやおふくろも︑息子が

って︑家業を継ごうと︒お

だけど︑その頃は実家に帰

た︒やりたくはなかったん

卸屋のスタートになりまし

ョコレートを作ったのが︑

た２︑

人で夜中に︑注文いただい

たんですが︑夜︑女房と二

宅急便が個別配送しはじめ

はやっとクロネコヤマトの

大川⁚そうなんです︒当時

ですか︒

尾関⁚それがスタートなん

ちに卸してくれよ﹂と︒

いるんだったら︑作ってう

ん︑こんなところで作って

社 長 が い ら し て︑﹁ 大 川 く

ていて︑その当時︑夏場だけ

もはゼリーのラインをもっ

く当たりました︒わたしど

億くらい売れて︑ものすご

立ち上げて１年目に１００

ました︒﹁スイーツ部門﹂を

品した覚えがあります︒

作って︑軽トラで運んで納

が来てしまい︑徹夜で毎日

５００万という数字の注文

で︑その

ら︑卸先は

でやってましたけど︑バレ

は２︑

数店舗あるの

ンタインデーになりました

万円のアルバイト

は作れなかったです︒通常

大川⁚そこではたいした量

っていたのですか？

として︑一日どのくらい作

ですか？

割とかそんな状態だったの

は︑ほとんどその仕事が８

尾関⁚稼働しているとき

ようなことがありました︒

そんな工場をのっとられた

いうことになって︒

うちもそうしてくれよ﹂と

⁝﹂なんて言うと︑﹁なんだ︑

を卸したんですよ︑大変で

話から﹁実はあるお菓子屋

﹁東京どうですか﹂という

ナーの方にお会いすると︑

ていましたから︑必ずオー

ってからも顧客先に呼ばれ

デーが終わりまして︑終わ

大川⁚はい︒バレンタイン

尾関⁚自ら納品された？

ときから︑２年間くらい︑

屋に生まれまして︑今後は

からなかったのですが︑や
ら︑ぜひ︒

歳の

ごい量作った覚えがありま

大川⁚当時はバブルで︑い

た？

あるチョコレートショップ

の対談シリーズでは︑異色

﹁洋菓子が中心になるかも

り始めてみてだんだん美味

名前でやってまして︑スイ

す︒

ろんな下請けの仕事が増え

業中ですから︑朝から夜遅

の成功体験談ということに

しれないので︑お前は洋菓

しいものを作るという素晴

スからチョコレートを仕入

尾関⁚記録的だったそうで

ていきました︒同じ業界の

転び八起きの人生﹂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

いうのを見させていただ

て︑その事業内容の変遷と

をずっと拝見しておりまし

ってから︑大川さんの会社

す︒実は私がこの事業に入

ぞよろしくお願い致しま

の尾関でございます︒どう

尾関⁚アンゼン・パックス

業は明治

じき５代目となります︒創

目でしたが弟が継ぎ︑もう

飴を営み︑私が継げば４代

ちました︒家業は和菓子と

の踊り子﹄で有名な町で育

大川⁚私は静岡県の﹃伊豆

思います︒

にお話を伺っていきたいと

だきました︒今日はつぶさ

ンゼン・パックス代表取締役︶にお願いしました︒

き︑大変勉強させていただ
年頃のお菓子屋

きました︒本日は︑この会

でいいから︑というような

言ったら︑原料代は後払い

た︒﹁ 私︑ お 金 な い よ ﹂ と

てよ﹂という話になりまし

所があるから︑そこで作っ

は大手のメーカーさんでも

尾関⁚チョコレートの卸し

い︑という状態でして︒

が︑あとは本当に仕事がな

いの売上げになるのです

単純にうちでも５千万くら

らい売れちゃうんですね︒

ました︒

さんとのお付合いが始まり

とで︑アンゼン・パックス

とかしなくちゃ︑というこ

注文入らないもので︒なん

ず︑ぼーっとしてました︒

大川⁚一年目は何にもせ

んですか？

尾関⁚その間︑どうされた

れて︒

尾関⁚息子さんをおんぶさ

います︒

けで︑一番儲かったかと思

な︑店もなく︑ただ作るだ

らその時が一番儲かったか

だったと思います︒考えた

大川⁚最初は１億ちょっと

尾関⁚その時の売上げは？

まで作ることになりました︒

がいっぱいありましたもん

うくらいで︑人生に勘違い

んじゃうんじゃないかと思

した︒このままいくと空飛

６年目に︑６億位になりま

ね︒毎年１億くらい伸びて︑

きて︑焼菓子とゼリーです

トがだんだんダメになって

いたのですが︑チョコレー

焼菓子︑ゼリーを販売して

子屋さんも︑チョコレート︑

大手洋菓子屋さん︑和洋菓

が︑バブル時代︑某大手煮

えておられると思います

大川⁚みなさんも多分︑覚

のことをお聞かせください︒

くる︒〝ナタデココブーム〟

尾関⁚そこへ大きな注文が

でした︒

折衝して︑というやりかた

でやっていて︑お客さまと

なタイプだったので︑自分

大川⁚もともと開発が好き

うな下請け仕事っていう

大川⁚もう考えられないよ

尾関⁚すごい方式ですね︒

ックでガーッと持ち帰り⁝

来上がったら︑先方がトラ

ートさんを大勢入れて︑出

が届きました︒こちらはパ

を乗っ取られたように原料

１日１万〜２万個分︑工場

依頼があり︑作るもなにも︑

にかく作ってくれ﹂という

リーの原料屋さんから﹁と

で２億くらいでしたが︑ゼ

場で指示を出し︑昼にはゴ

いうことですが︑朝には工

いものかと思っていた︑と

尾関⁚人生︑こんなに楽し

したが⁝︒

ンディキャップもあがりま

なし︑その頃︑ゴルフのハ

作って︑経営者はすること

工場パンパンで︑夜中まで

ることが何にもないです︒

たかもしれません︒私はや

億４億︑もうちょっとあっ

大川⁚ナタデココだけで３

倍くらいの３〜

ことで始まったのが︑独立

いろいろございますけど︑

尾関⁚そうでしたね︑私が

大川⁚どんどん忙しくなっ

ですから︵笑︶︒

大川⁚修業のあと︑目白の

したきっかけとなりました︒

トリュフとかを作って卸し

たので︑職人さんも入れて︑

〜

尾関⁚バレンタインの時は

ているところはあんまりな

入社する前の話ですけど︒

パートさんも近所から入れ

社く

な る か と 思 い ま す︒〝 七 転

子 を や れ ﹂︑ と 親 に 言 わ れ

らしさに︑人生の良さを感

子供をおんぶしながら︑ど

れて︑スイス菓子とチョコ

すね︒

全国のお菓子屋さん

び八起きの人生〟とおっし

まして︑東京製菓学校に夜︑

じてきました︒もちろん修

うでしょうね︑多い時に２︑

レートを出していました︒

大川⁚ＪＡＬの機内食用に

の先駆けのような店に入り

ゃるように︑昔のことをい

通いながら︑浅草の洋菓子

種くらいのトリュフ︒１個

３万個︑そのくらいは作っ

これで秋から春まで︒あと

くまで働きながらですが︑

ろいろ伺う中で︑本当にそ

屋さんで勤めていたわけで

円とかで卸し

が当時１２０円くらいでし

ていました︒ご存知のよう

は全く注文が入らずです︒

その①

うだなと感じ入りつつ︑今

らいの売上げということに

たか︒

に︑チョコレートはバレン

全菓連では全国組合幹部研修会で大川吉美氏︵株

回のタイトルとさせていた

なりました︒

て︑それを原料屋さんに言

タインデーで年間の半分く

代表取締役︶を講師に迎え︑﹁七

尾関⁚卸しをしていること

尾関⁚それはすごいです

ったら︑当時松戸に住んで

式会社グランバー

は︑オープンにはなってな

ね︒作っていた種類は主に

い た の で す が︑﹁ 近 く に 場

すごかったということです

大川⁚ゼリーのトップシー

万円分くらいのチ

かったんですね︒

トリュフですか？

が︑一日の生産は何千個く

かった？

ラー機というのが﹃製菓製
尾関⁚全部身内ですね︒

のおかあさんと妹と⁝

大川⁚﹁スイス亭﹂という

れたのでしょうか︒

尾関⁚ところで︑法人にさ

と︑御社にトップシーラー

うだ︑夏はゼリーだった﹂

パ ン ﹄ に 載 っ て い て︑﹁ そ

尾関⁚毎年︑１億ずつくら

らいになって︒

て︑なんだかんだと

た資料にもありますけど︒

らいに増える︑とお配りし

尾関⁚従業員が１００人く

を一気に商品化しようとし

スーパーから〝ナタデココ〟

物屋さんが︑コンビニから

﹁この値段でやって﹂と︒

覚えが全くないんですよ︒

か︒しかも値段を交渉した

ですね︒

ルフボールを追いかけたん
人く
大川⁚そう︑子供がまだ１

次号に続く︒
歳だったんですけど︑その

ナタデココブーム

らいなんでしょう︒

大川⁚そのころは多分あま

さんの依頼でチョコレート

大川⁚ええ︒次の店に行く

大川⁚主にそうですね︒

トリュフチョコレート

と︑ ま た︑﹁ 卸 し て よ ﹂ が

10

30

20

30

りなかったですね︒

27

大川⁚私と奥さんと奥さん

ど︑その先生稼業を

続いて︑結果︑年間１億く

大川 吉美 氏（株式会社グランバー 代表取締役）

の人生

75

七転び八起き
65

20
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（９） 平成26年６月15日

会で太田和隆氏（ダイヤ冷ケース株式会社）を講

全国菓子工業組合連合会では、全国役員会研修

で、２時に全部なくなると

蔵庫にストックがないの

って、お客が殺到した。冷

キ屋がなかった好条件もあ

師に迎え、「ショーケースメーカーから見た売れ
一度シャッターを閉め、仕

回仕込んで、５時に再オー

込みやすいものからもう１

る売り場づくり」を演目に公演を行いました。

先月号より続く。

その②

イはたくさんケーキがあっ

る人もいるし、買えないか

釣り銭もたくさん持ってい

の集金先はいつもいいし、

です」と答えた。それで支

テムになった。６尺のケー

僕が働きたい店は、お客が

校を来月卒業するけれど、

若い男の子が来て「製菓学

月にオープンして、２月に

土地のオーナーと掛け合っ

いんじゃない」と話され、

っと広い店にしたほうがい

る。支店長が店に来て「も

小さい店で２億も売ってい

並ぶのか。計算をすると、

店内のショーケース

ら嫌だというクレームも出

くけれど、どこだ？」と聞

店長が休みに店を見に行く

スの幅は同じだから、縦に

どんどん入って、社長のよ

てくれた。仲人がいるので

お菓子屋・ビスキュイ

たね」と言って、連れて来

た。店を大きくしなければ

また、最初は工場１人と

と人が並んでいる。小さい

と不動産屋を何軒も回った。 いたら「駅の下のケーキ屋

奥さんの２人でスタートし

５年たって社員も増え、

られた方が増えた。

工場も拡張した。すると工

た。その後、奥さんの友達

広げるしかない。普通は３

うな若いオーナーのもとで

お互いの信用のもとに移転

ケーキ屋でもこんなに人が

段ケースを中棚１段にした

一生懸命仕事をしたいの

が可能になった。一生懸命

がパートで来てくれた。

場で作れてもショーケース

に入りきらない。８尺を

尺にできないので３段のケ

り、４段のケースを互い違

で、４月から雇ってくれま

に商売して、お客が付き、

プンした。これを繰り返し

いにするが、台数が違う、

せんか」と向こうから希望

いい商品を提供し、売り上

が、お金がないので、使い

デザインが違うというとこ

者がやってきた。土地は自

成長例

ろでお客に楽しんでいただ

分で不動産屋を回ってもい

アイ

オープンして８年後は、

げが上がっていくと、人も

ースを４段にして、

週は子供の誕生日だからケ

お金も情報も集まってくる

ながら、おいしい生ケーキ

い並べていると、ここでバ

翌年３月からデコレーショ

い情報が取れなった。信用

ことを目の当たりにした。

で地元のお客をキャッチし

ースデーのアピールができ

プン当初は簡単には売れな

７坪で２億４千万まで売っ

金庫の担当者が売り上げを

年前、洋菓子店のオ

にいきなり焼き菓子の箱入

る。お客は包装を待ってい

ーキをどこに予約しよう

持ち帰ると支店長が「きみ

づらいがここでスタートし

りを置いても売れない。だ

る間に、レジ台の横のアン

ンの売り上げが増えた。普

たが、入りきれず、お客が

すごいですね」と言う。オ

で「地方の店のオーナーは

町で売り上げ４億５千万円

という洋菓子店がある。下

た。ただ、先ほどの成長ス

スを置くことが主流だっ

スと６尺の焼き菓子のケー

ープン時は、８尺の生ケー

のケースだった。

時は珍しいアントルメ専用

は今では当たり前だが、当

もう１台の６尺のケース

性も買うけれど、お兄さん、

買うのか」と言ったら「女

もギフトが売れないことだ

ントだと思う。Ｃ社の悩み

台くら

テップでは、６尺のケース

売り場を考えてくれ」と言

を見ると

われた。しかし、考えられ

た。新柴又駅高架下の使い

ープンした

年前は２間の

た。

間口、手で開けるドアで、

から、両方とも生ケースに

いので、カットしてプチガ

いつも列に並ぶ。途中で帰

東京の柴又にビスキュイ

奥さんが作ったパッチワー

した。プライスカードの数
い印象が持たれる。こうし

か」といった時に「そうい

らいくとお客を飽きさせな

た。

クのＰＯＰなど、手づくり

トルメを見る。種類があっ

えば駅の下にあるビスキュ

い変化を絶えずタイムリー

いた。

感ある下町のケーキ屋だっ
アイテム作って

段、プチガトーやシューク

ーケースにきちんと入れ、

近くのローソンのレジに

リームを買ったお客が「来

中身と箱のイメージや価値

は、バームクーヘンの切れ

月で、

チーズやレーズンサンド、

～１００

があるにもかかわらず、こ

トーで売れるデザインにし

売り始めると、周りにケー

スイートポテトなどを売っ

が、ましてやコンビニで買

ういう売り方をする売り場

ていた。オープンは

入り口の正面にはギフトの

おじさんも買っていく」と

端、大福などが

て、アニバーサリーの徹底

アウトでさんざん悩んだ

ショーケースがある。店は

なかった。基本的には安い

いる。朝

現在の店は、入るとギフ

に手を打っていくことで、

勝手の悪いＬ字型で、レイ

トがあって、回ると生のケ

観をきれいに見せる。する

円で置いている。レジの人

ている。土日は行列になる

に「これ売れるの？」と聞

広くないので、イベントご

だ。自分の体験を話すと、

ースとデコレーションケー

お世話になった方にご挨拶

いたら「結構売れるんです

数種類のプチガトーが

大きい。
に

ると嫌になってくる。ゼリ

社のあれだけの資本力と店

案することが無かった。Ｃ

かというと、残念ながら提

指導しているケーキの先生

リーマートの洋菓子部門を

ースデーケーキは、ファミ

けだ。アニバーサリーのバ

とらやの売り場は照明を

最高になる。

だ。そして、笑顔があると

スプレイの重要なポイント

どが経済性のおやつ

ー、プリン、シュークリー

舗力と商品力をもっても、

に聞いたら「がさっとクリ

しっかりしている。ケース

心理性のギフト商品はこ

よ」と言う。ローソンもと

う人は少ない。

に行く時、５千円の予算で、

らやさんも客単価を上げる

いう。コンビニのお菓子と

とらやの手土産を持って行

Ｃ社のお菓子も経済性のお

ういうところは凄い。売り

けば安心だ。けれど、自分

プチガトーと、１００円シ

場が明るく、現物があって、

ューアイスクリーム、パイ、

中身の見本もあって分かり

業績が上がっていった事例

また、セブンイレブンは

だ。

クリスマスケーキが強い。

と８千５百円の横で２千～

然品質や味はいい。その中

ため、同じ工夫を売り場に

２千５百円の商品は貧弱に
見えるので、ギフトの平均

にフィナンシェのような焼

で食べてないのに人様に持

ので、お客が並んでいる時

単価は５百～１千円アップ

やすい。手土産では明るさ、

は、オープンケースの力は
効果的で、手にとってくれ

する。日本人の特性だが、

ただ、ＡＫＢを投入してお

中身をしっかり見せる、商

とに機能が変わる。クリス

る。バラでも、手土産程度

き菓子もあるが、あの箱詰

品を積んでおくことがディ

マス前、お歳暮時期、バレ
ンタインの前はチョコレー

の箱入りも取ることができ

よく「コンビニにお菓子

まけをつけ、先行予約を取

は

トケース、夏場はゼリーな

比較対象で、松竹梅がある

って売るのはクリスマスだ
にしておくか」のような感

ム、エクレア、１０５円で

スマスをやる、がさっとバ

やつだ。

尺の４段ケース

ど夏ものギフトのショーケ

る。アントルメケースは８

めのギフト商品を価値ある

じで、上手に演出すれば３

結構大きい。おすすめ半生

心理性のギフトを店の中で

レンタインもやる、がさっ

おまんじゅう。安くても当

並ぶ。シュークリームも少
ース。入り口正面のケース

ものにして店舗力を補える

コ ン ビ ニ は、ほ と ん

しアクセントをつけたり、

を出されると困る」と聞く。

千～３千５百円の価格帯に

菓子第１位というＰＯＰも

コンビニは、ほとんどが

活性化して売るのは難しい。

来れない。

がブランド力の逆写しだ

ても、絶対に安心というの

行き

がある。レジ台の前に、奥

沖縄にシロバナという店

㎝くらいの棚を作

が、おいしいかを確認する

ちりばめている。ココイチ
半生菓子の種類や値段を見

去年は、クッキーの詰め

注目が行く。

作り、受ける工夫もしてい

カレーショップのレジ台に

と「松はぜいたくだけれど、

合わせ以外に、少し特徴の

これからはこの売り場の

る。

の中も十分明るく上に「積

って行っていいのかと、送
梅はちょっとあれだから竹
高さを出すことで

イートインにした。カフェ

ある焼き菓子を作る作戦を

中に、バームクーヘンをど

とホワイトデーの義理チョ

も置いてある。

台は変

５年前には、隣のスペー

がいいのか悪いのか、投資

立てた。今までは木の棚を

う展開していくか、変化を

経済性のおやつだ。セブン

り手の責任感も感じる。食

尺から６尺に短くしたが、

ている。アントルメの８尺

効率、収益性、考え出すと

置いていたが、６尺程度の

わらず入るようにした。

いろいろあるが、店の格や

ギフトのケースを設置し

スにカフェをオープンし、

当時、４歳の末っ子を連

イメージを上げるためには

台入る。こ

れていって実験をした。ア

こういう空間も必要だ。

うなると他店は追い付いて

ントルメのケースを見せて

Ｃ社は、山梨県に本社を

んでおく」がある。小型の

つけていくか、より高単価

スティック状の羊羹は１本

た。８千５百円のギフトも

コ返しもする。けれど、コ

３年前は、メインのケー

ンビニでは３６５日に分散

ら「これもいいし、あれも

イレブンの店員に「スイー
な商品を作るにはどうした

ツは売れるの？」と聞いた
らいいかを計画中だ。

置いて全国展開している生
用意している。正直売れる

菓子専門のメーカーだ。当
かといったら数は少ない。

２１０円で売っている。と

スを入れ換えた。特徴はプ

しているバースデーケーキ

チガトーのケースとアント

ら「結構、売れます」とい

いい」となり、選びきれな

社も取引しているので、社

かった。でも凄く楽しそう

間口２間か２間半の小さ
普通のケーキ屋の平均販売

らやの売り場が凄いと思う

ルメのケースの間に、セル

のは、１万円を超える商品

だった。それだけお客が楽

は、ちょっと無理だろう」
な店から

と言っていた。ここがポイ
力し、店舗力という観点か

う。売り上げ構成比率の高
単価は大体２千～２千５百

い 商 品 群 だ そ う だ。「 誰 が
円だ。これをギフトのショ

長と話す機会がある。１年
フで取れるオープンのケー

前「ギフトがもっと売れる
スを並べた。そこで、半熟

年以上かけ、努

積んでおく

「どれがいいか」と聞いた

のケースは約

30

しめる空間を作っていく

大きい。とらやの売り場を

た。この客単価の乗せ方は

千４百円になり８％上がっ

単価は税別で５千円から５

４２０円で買った。私の客

乗っている小型羊羹を２つ

ため、ショーケースの上に

呼んでおり、客単価を１、２

店の人は「魔法のレジ台」と

立つところに置いている。

とに変え、レジ台の一番目

く売れるそうだ。１週間ご

としたお菓子を置くと、よ

り、４百、５百円のちょっ

次号に続く。

割上げる効果を持つという。

しない凄さを感じる。

見ると、ここをおろそかに

15

30

と、ほかの店には逃げない。

20

べてなくて人様に差し上げ

で季節を演出している。

坪少々で東京都内では

づくりを考えていること

強化をした。しかし、オー

12

10

て、大きくて、いちごがた

太田 和隆氏 （ダイヤ冷ケース株式会社）

スとレジ台がある。売り場

12

50

づくり

売 れる 売 り 場

くさんのっているというい

ショーケースメーカーから見た

時にオープンし、

20

焼き菓子のコーナーも作っ

80
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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﹂をテーマ
に公演を行いました︒
先月号より続く︒
もう１つ︑しょうもなさ

生まれたのが︑ガリガリ君

２００６年の活動
冬は﹁商品から話題を作
リッチだ︒ガリガリ君は

すぎるほどの計算によって

れ﹂として︑初めて計算し

その②

が２・６倍に

冬の売り上げ

る商品だが︑

ので夏に売れ

君はかき氷な

た︒ガリガリ

いことが起き

ら︑あり得な

にこうした現象が起きた︒

だらないことをしたら︑冬

イスにもなった︒こんなく

生の人気ナンバーワンのア

が︑女子中学生・女子小学

ほど嫌われたガリガリ君

に︑この結果が出た︒あれ

全く言いわけができないの

天気のせいにできる︒冬は

気が悪い︑気温が低い﹂と︑

君を世界に向けて﹂も考え︑

君 が 選 ば れ た︒﹁ ガ リ ガ リ

ランド第２位に︑ガリガリ

渋谷の女子高生の好きなブ

ンプリングした︒雑誌では

リ君の着ぐるみを出し︑サ

きは︑東急ハンズにガリガ

リ君の入浴剤を発売したと

グした︒バンダイがガリガ

ガリ君ソーダをサンプリン

案外︑単純なところにヒッ

だに続くヒット商品だが︑

ガリガリ君ができた︒いま

ートが好きな女性が食べる

を出した︒するとチョコレ

ガリ君リッチチョコチョコ

を作ればいいとなり︑ガリ

チョコレートのガリガリ君

通して一定だ︒それなら︑

レート好きな人は︑年間を

イス売り場に行く人はメー

札幌でのキャンペーン

なった︒もう

カーやアイスクリーム関係

２００６年

１つ驚いたこ

トがあると感じた︒

赤城乳業が心がけている

のサッカー大会

ことは︑ガリガリ君を売る

アンダー

で世界の子供たちにサンプ

とは︑日経新

リングをした︒江ノ島海の

２００７年の活動
春夏は﹁あらゆるネタを

君の着ぐるみに入り︑子供

者だけだ︒ならば外側に話

聞がセブンイ
レブンを取材

と一緒にチェキで撮る︒こ

題を置き︑まず売り場に人

円だが︑子供が泣くガリガ

のではなく︑アイス売り場

に︑どうガリガリ君を溶け

うして地道に活動した︒台

を集める活動をした︒ガリ

リ君を作ろうと︑１００円

家は︑新入社員の厳しい儀

に人を集めること︒毎日ア

込ませるかを意識した︒シ

風の次の日には︑ビーチク

ガリ君が行ったのは生活の

た口コミ商品ガリ子ちゃん

生活シーンに散らせ﹂とし

度の中でガリガリ
イスは何です

ョッピングセンターのモー

リーンキャンペーンで︑清

中での告知のコラボレーシ

を出した︒ある日コンビニ

して﹁今一番

式だ︒

か﹂と聞いたら︑何と冬場

ル内にはガリガリ君を置い

掃活動したので地元の漁師

のガリガリ君を作った︒子

て︑お客様の心が開く休日

でもガリガリ君が１位にな

た︒スポーツ大会の中でも

に喜ばれた︒

に行くと︑突然ガリガリ君

売れているア

キャンペーンで︑食べると

った︒インターネットを使

ガリガリ君を告知する活動

ョン︑生活シーンに溶け込

供たちが１００円玉を握り

おみくじがわかる︒ウェブ

わない方からも︑朝日新聞

をした︒休日のイベントで

むコラボレーション︑イベ

しめて︑コンビニエンスで

にガリガリ神社を作り︑そ

に﹁おみくじアイスで子供

この年に︑作った商品は︑
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イ
( を) 紫色に着色し︑
マになるので注意

十分だと葛粉がダ

けたり︑混ぜが不

入れる前に火にか

※グラニュー糖を

から火にかける︒

加え︑良く混ぜて

らグラニュー糖を

て良くほぐしてか

としから蒸すことによっ

※表面に付いた片栗粉を落

約５分間蒸す︒

してからやや弱めの蒸気で

べ︑霧をかけて手粉を落と

ールを敷いたセイロに並

⑨濡れ布巾と耐熱性のビニ

てしまうので注意する︒

い︑出来上がりが汚くなっ

うと種が白く濁ってしま

※片栗粉をもみ込んでしま

︻配合︼
道明寺粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝

上白糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

①水

紫陽花餅

道明寺粉を入れて混ぜ合わ

する︒

て︑透明感が出て艶良く仕

教師

せ３〜５分間吸水させる︒

⑥焦げ付かないよ

上がる︒

菅野 泉

※吸水が不足すると食感が

うに木杓子で鍋底

日本菓子専門学校

硬くなる︒また道明寺粉を

に力を入れて良く

︻工程︼

水︵イ︶⁝⁝⁝約１４０㎖

水に入れた後に着色をして

個分︶

ｇ

も良いが︑その場合色ムラ

紫陽花餅 ︵約

ｇ

葛粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

にたまってくるので︑途中
⑦木杓子と竹ベラを使って

態にする︒

皮張ったら桜の生葉を巻い

とそのまま放置し︑表面が

⑩冷水をかけて急冷したあ

で軽く混ぜ合わせると均一

練り︑本返しの状

②フルイにあけて良く水を

ができないように注意する︒

きり︑濡れ布巾を敷いたセ

て仕上げる︒

ロ
( ︶⁝⁝⁝⁝３００㎖

︻中餡︼

︵葛桜の種を切る要領で︶

グラニュー糖⁝⁝１６７ｇ

小豆こし生餡⁝⁝４００ｇ
な状態になる︒
ロ
(
手粉の上に落とす︒

軟らかく手に付きやすいの

※蒸れ上がり直後は葛種が

加えて粒子を良く溶かし︑

で︑セイロに並べたままの

ｇに種切りし︑片栗粉の

③蒸れ上がったらボールに

⑧手粉を入れないように中

を
) 徐々に

移し︑上白糖を加えて良く
絹フルイに通してサワリに

④葛粉に水

イロに入れて約 分間蒸す︒

％

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２８０㎖

分間ねか

〜

状態で優しく水をかけて冷

混ぜ合わせ

ｇを包み︑丸腰高に成

形する︒

やす︒

餡

せて砂糖を浸透させる︒
※溶けた砂糖がボールの底

⑤③の紫色の道明寺を加え

入れる︒

15

30

※中餡の配糖率
包餡をしてから再度蒸す
ため︑少し硬めの中火取餡
23

20

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。
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