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なっている︒次に︑どれだ

⑧精米だけ対象とする︑と

マンなどの区分けはできる

もの︑例えば︑餡パンや餡

︵間食・嗜好︶で食される

呼称されないが同様の目的

だ︒また︑一般に菓子類と

トケーキやプリンの素など

缶詰や果物の加工品︑ホッ

に迷うものがある︒例えば︑

・論点は︑菓子なのか判断

４００億円減収する︒課題

計金額には︑ ％対象が１︑

対象という印を付ける︒合

いうように軽減税率の適応

﹁食料品５４００円※﹂と

ば請求書の中に請求額に

る︒一番簡単なＡ案は例え

インボイス方式となってい

の請求書方式︑Ｄ案・ＥＵ型

義務をする︑Ｃ案・税額別

案・売手にも請求書の交付

消費税の軽減税率導入を

け税金が減収になるのかだ

減税率制度については社会

大綱において﹁消費税の軽

昨年末︑与党の税制改正

いて公表し︑意見を求めて

ということで︑検討案につ

を聞きながら検討を進める

込むのではなく︑広く意見

対象外︑⑤さらに飲料も対

に加える︒④さらに菓子も

外︑③さらに外食を対象外

を対象とする︒②酒は対象

お り︑① す べ て の 飲 食 料 品

％に引き上げられると１

６００億円減収︵８％から

税率の対象にすれば１％６

と︑すべての食料品を軽減

現行の単一税率と比較する

は６００億円減収となる︒

ば酒は３００億円︑菓子類

分経理に対応した請求書等

では簡単な順に︑Ａ案・区

た経理が必要となる︒同案

税率を導入すると︑区分し

断する必要はないが︑軽減

現行は税率による区分を判

仕組み案も示されている︒

また︑区分経理のための

ばならなくなり︑得する場

と税率ごとに計算しなけれ

適応されるが︑導入される

上５０００万以下の場合︑

度は︑業種に応じて課税売

組みだ︒また︑簡易課税制

額を最終的に決めていく仕

８０円と買手の消費税納入

１００円︑８％対象は１︑０

保障と税の一体改革の原点
いる︒同案には食料品をど
象外︑⑥その他の加工食品

のかという問題がある︒

にたって︑必要な財源を確
ういう形で軽減税率の対象

が︑金額１％あたりで︑例え

全菓連 与 党 税 制 協 議 会 に 意 見 提 出
現在︑与党税制協議会は軽減税率の導入に際し︑広く意見を求めている︒全菓
連では︑軽減税率の導入に際しては︑食料品全体を対象とすること︑同じ嗜好品
の飲料や菓子パンとの扱いを変えるべきではないこと︑区分経理は一番簡易な案
︵別項参照︶が望ましいこと︑簡易課税制度を存続する︑外税方式を継続する︑

保しつつ︑関係事業者を含

以上の意見を提出する︒

10

％時に導入する﹂と決定

む国民の理解を得たうえで

討案をだしている︒軽減対

財源もどう変化するか︑検

にするか︑複数線引きし︑

味噌︑醤油を対象とする︑

⑦は逆に生活必需品の米や

鮮食品だけが対象となる︶︒

は対象外にする︵結局︑生

子まで除く④案では１％４

兆 ３ ２ ０ ０ 億 円 減 収 ︶︒ 菓

の保存をきちんとする︑Ｂ

合と損する場合がでてくる︒

つつ︑利害得失を考察する

象 品 目 は ８ 案︑検 討 さ れ て

必要がある﹂との要望が付

ヒアリングを行うため︑食

同協議会が業界団体から

協会では菓子業界としての

かった︒また︑全日本菓子

率導入に反対する意見が多

が煩瑣になるので︑軽減税

障制度の持続の可能性を損

など９団体連名で︑社会保

中央会も７月２日に経団連

各団体の対応状況

品産業センターは会員団体

集約は難しいということ

㌧︶が８回に分けて入港

はきれいで粒が揃ってい

検品では汚れもなく︑色

いうことで賛成︒線引きは

を軽減するために必須だと

率導入は低所得者の重税感

出︑その内容だが︑軽減税

いた︒しかし︑７月９日の

対象とすることを要請して

場合︑食品を一括して適応

月︑軽減税率が導入される

また︑同センターは昨年３

で︑意見は述べていない︒

菓連では︑与党案に対し︑

これらの経緯を踏まえ全

維持すべきと要請している︒

は導入せず︑単一の税率を

負担などから複数税率制度

なう︑線引きの問題︑事務

㎏︵税別︶︒

る︒中国の工場に︑時間当

食料品一括で︑これが困難

９円／

たりの選別量を減す指導を

な場合は酒と外食以外は対

①軽減税率の導入に際して

子︑菓子と菓子パンの扱い

意見では﹁軽減税率導入に

を変えるべきではないこ

象にしてほしい︒さらに菓

難であること︑多大な事務

と︑③区分経理はＡ案が望

管理体制では︑袋を４層

負担を強いること︑簡易課

ましいこと④簡易課税制度

は食料品全体を対象とする

得者への重税感の緩和は︑

税制度の利用も事実上困難

を存続させること︑⑤現在︑

ついては大幅な税収減を招

消費の単価でしたほうがよ

となることから多くの問題

時限的な措置となっている

子類と飲料︑菓子類とパン

いという意見を出した︒同

があり︑今後︑給付付き税

消費税の外税方式を継続す

にしたことで︑強度が増し︑

意見は農水省が主催した︑

額補助制度︑その他の逆進

ること︑以上の意見を提出

こと︑②同じ嗜好品である

財務省による説明会でも要

性を緩和するための導入等

する︒

にもかかわらず飲料と菓

請した︒

の検討とあわせて︑将来の

くほか対象範囲について明

ただ︑同センターで開催

消費税率の在り方を展望し

確な基準を設定するのは困

された税制研究会では︑各

類の扱いについて違えるの

いる︒

団体から︑区分経理で事務

は問題がある︑また︑低所

った︒

した結果︑昨年よりよくな

また︑全国中小企業団体

に意見を求めた︒全菓連で

け加えられた︒

される︒また︑今回︑共同

は同センターに意見を提

㌧︵１８０・

がなされている︒与党税制

れ状況を視察し︑同小豆を

購入した天津小豆は７５４



年度上期共同購入

共同購入の天津小豆

管理体制 さらに進歩
平成

確認した︒上期の共同購入
㌧︵全

菓連扱い数量４４４・ ㌧︶

数量は１７９０・

日に横

の天津小豆が６月
浜港へ入港したため︑輸入
雑豆実需者団体協議会︵事

千１６５・

協議会では︑予め案を絞り

10

以前は１万袋あたり約１０
０袋破れがあったが 〜

レットごとに計測した重量
は︑９０９〜９１１㎏に収
まっており︑内容量が違う

℃︑湿度

こともなくなっている︒低
温倉庫では温度

20

で︑横浜港９５８・ ㌧︵同

05

袋程度になった︒また︑パ

10

㌧︶と神戸港１

30

％に保つよう管理されて

14

26

務局・全菓連︶では︑７月

２６４・

天津小豆の倉入れ状況を視察
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４日︑南本牧・上組に倉入
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（１） 平成26年７月15日

に過度の負担がかかるよう
「（消費税の簡易課税の基準

｣又 は

なっており、当該食品が２

の名称」を表示することと

住所及び製造者又は加工者

んで「製造所又は加工所の

り義務表示項目が増加した

第四に、今回の改正によ

問題が大きい。

しは、公平性の観点からも

員５人以下の業者

であれば適用除外とするこ
である）課税売上五千万円

表示ルールについては、中

とが適当である」とされて

続けられていたが、去る６
小零細業者が極めて多い食

おり、３月

食品表示基

品業界の実情に照らした場

までは

正｢社員及び正社員

に関する調査会の中間報告

「義務」と「任意」の中間

第二に、栄養成分表示に

することが適当ではないか。

｣に該当する事業者と

れている。そもそも食品衛

号は使用できないこととさ

を除き現行の製造所固有記

ヶ所以上で製造される場合

いう食品表示の役割にかん

費者の商品選択に資すると

とである。基準案では、消

除に係る包装容器の面積が

にもかかわらず表示義務免

日の食品表示部会にそ

合、事業者サイドで本当に
実行可能か否か十分な検証

に準じた労働形態である従

生法で両方の記載が義務付

月
の案が示された。食品表示

が不可欠であろう。その必

概念として「推奨」が新設

けられていたのは、食品衛

準（案）のパ

法はその公布後２年を超え

要性を多面的、総合的に比

され、飽和脂肪酸と食物繊

以下

ブリックコメ

でに施行されることとされ

業員５人以下の業者

｣とさ
維が対象となっていること

日の栄養表示

ントが７月７

ており、消費者庁では、食

れていたが、最終段階でい

がみ

日ま

までの期限で始まった。食

較衡量することなく、多多

課｢税売上一千万円

生事故が発生した場合に適

年年６月

品表示については、昨年６
品表示基準については周知
益々弁ずという理念に走り
きなり
である。消費者庁は義務で

ない平成

日それまで食品衛生
期間を考慮すれば同年４月
すぎると、仏作って魂入れ
以下の消費税納税義務免除

日

法、ＪＡＳ法など複数の法
１日までには公布する必要
ずではないが、いたずらに
者

目的によるものであるが、

切な対応を行うための行政

るように当該容器包装の見

でも容易に見ることができ

容｢器包装を開かない

はないとしつつも、基準案

する際に食品関連事業者が

る。またこれら事項を表示

ものであり、その役割が極

択に資する情報を提供する

けでなく、消費者の商品選

者の健康に直結する情報だ

義務免除事業者についてで

第一に、栄養成分表示の

な問題点がある。

準案には、いくつかの重要

でまとめられた食品表示基

でみた場合、食品表示部会

かねない。こういった観点

ないか。こういう観点から

上げが確保される経営では

がおり、これに見合う売り

ートを含めた少数の従業員

後継者世代が確保され、パ

き家族経営の姿としては、

ないものである。配慮すべ

出来ず家族経営の名に値し

経営では、後継者の確保は

者庁の案では、表示責任者

制度の見直しである。消費

第三に、製造所固有記号

か。

り任意とするべきではない

義務表示事項以外は従来通

が取れないのではないか。

者の得る利益とのバランス

となる可能性が高く、消費

実上義務と変わらないもの

者から表示を求められ、事

では大手小売などの取引業

いる。推奨という位置付け

｣と努力義務を課して

するよう努めなければなら

製造所しか持たない中小零

するべきである。１ヶ所の

の要望にも応じうるように

に資するとともに、消費者

当をしっかり行い行政目的

があるのであれば、その手

る。固有記号の管理に問題

記載すればよくなってい

任者としていずれか一つを

る。また国際的にも表示責

号制度が設けられてきてい

るものとして製造所固有記

ことに配慮し、それに代わ

の負担が大きくなりすぎる

そのまま実行すると事業者

強い信頼で結ぶものとなる

解と協力により、その間を

と食品関連事業者双方の理

あろう。

くとも

であれば、当該面積は少な

る中で表示項目を増やすの

れる。高齢化が益々進行す

重なったりしたものがみら

字部分が包装の都合で折り

は判読不能であったり、印

めて小さな活字で高齢者に

されているが、現状でも極

やすい個所に表示する

意表示とされていた栄養成
分表示の義務化など新たな
ルールが盛り込まれてい

細企業の経営に新たな負担

ことを願ってやまない。

新しい食品表示が消費者

たる「食品関連事業者の氏

をかけるような制度の見直

比１１７・４％と報告され

当センターの事業活動及び

ーのホームページにより、

統一製作。５・教育センタ

学校・ポスター、チラシお

員校のＰＲに努める。専門

した研修会を開催、４・会

援、助成する、９、本頒布

界に対し行う広報活動を支

②技術専門校が和洋菓子業

の事業に協賛、助成する、

技術振興、資質向上のため

資格取得者の待遇改善、７

よび加盟校の学校要覧を制

事業、となっている。

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～８月

律に跨っていた規定を一本
があるとしている。食品表
罪人を生み出すことになり

表｢示を積極的に推進

順守すべき事項については

めて重要であることは論を

ある。食｢品表示一元化検討

すれば、もともと示されて

では

｣とされた。このような

内閣総理大臣があらかじめ

またない。その際留意すべ

｣においては

名又は名称及び住所」と並

教育センター理事長および

た。

・専門学校、技術専門校間

（無料アプリで動画配信に

作、配布する。技術専門校

加賀で育って76年

㎠に据え置かれているこ

にまとめた食品表示法が公
示は、アレルギーなど消費

月

布されたところである。食
品表示法は、単にこれまで

厚生労働、農林水産、財務

きは、先ず消費者が一見し

委員会報告書

｣と

大臣に協議するとともに、

て必要な情報が得られるよ

「すべての事業者を対象と

の法律の規定をまとめただ

消費者委員会の意見を聞い

うに、見やすくかつ分かり

消費者、
食品関連事業者を信頼で結ぶ

て表示の基準を定めること

やすいものでなければなら

いた

正｢社員及び正社員に

約４，３５２万円で昨年対

ない

とされている。法の公布後、

するが、例外として、家族

けではなく、これまでは任

消費者庁と消費者委員会食
ない。同時に、罰則を伴う

準じた労働形態である従業

名に対し、日本菓子

全菓連専務理事・山本領

経営のような零細な事業者

よる

関係菓子業界４団体の代表

の交流を図り、事業に反映

つながり、かつ当センター

校が入会した。

・入学案内書とポスターを

はちみつカステラ・チーズカステラ・ブランディケーキ
組み合わせて大・小2本入、3本入に出来ます。

（Ｘ・Oたっぷり）

まんまろん

あんてぃらみす

食品表示ルールの確立を願う！

品表示部会により食品表示
こととなる義務表示事項の

㎠に拡大すべきで

基準の策定に向けた検討が

師養成施設協会にも呼びか

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

者による表彰状と記念品を

１・製菓衛生師並びに技

回通常総会を開催

したい。

授与。

能検定制度の普及、２・製

日本菓子教育センター

を深めてもらうための広報

文の応募作品の中から

第

⑹関係官庁への協力

②技術専門校生を対象に

（理事長高井和明氏）では

のホームページにリンクで

品に対し記念品と賞状を授

け、一緒に関係省庁に陳情

①厚生労働省医薬局食品保

「働きながら学ぶことにつ

するよう努める、８・和洋

日に、浜松町東京会

どに協力。

⑼出版物など販売事業

会員校の紹介を行う。６・

健部企画課に対し、製菓衛

菓子業界への広報事業に取
②技能検定の問題作成の委

日本菓子教育センター

生師に関わる諸問題につい

菓衛生師制度など資格制度

り組む、①和洋菓子業界の

事業を実施した場合、１校

与した。

①加盟校の優秀な学生を対

年度の事業計画
⑷技術専門校が菓子業界に

いて」をテーマとした小論

に関する諸問題の取組み、
につき

任を受けている中央職業能

⑻会員の拡大

象に、会員校からの推薦に

平成

対し、訓練校に対する理解

て、情報交換や資料提供な

３・会員校教職員を対象と

き る も の ）、 加 盟 学 校 要 覧

６月

50
作

を作成し、全国約五千四十

力開発協会の依頼により和

万円の助成を行っ

回通常総会

館において第
を開催した。

た。

洋菓子検定委員を推薦。

の高校に配布。会員校の生

⑸一昨年より製菓衛生師法

年度

の諸問題について検討する

同センターの平成

徒募集に貢献した。

⑺優秀学生の表彰
ターとしての意見を集約。

書籍の販売の総頒布高は
それに基づき全国製菓衛生

今年度は赤堀製菓専門学
⑶技術専門校入学案内およ

委員会を立ち上げ、当セン
に、同センターで統一制作

事業報告についての主な内
容は次のとおり。

月

した。

年

びポスターを平成

た研修会を開催。

12

26

86

ブランディケーキ

27

⑴会員校教職員を対象とし

10

（型焼き）

26

25

⑵ポスターおよびチラシ

10

チーズカステラ

28

25

本格的カステラ

30

10

25

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。

38
38

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

28
27
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（毎月 15 日発行）
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定されたことが報告された。

が鹿児島菓青会松下氏に決
や、抽選大会が行われた。

箸で皿から皿へ移すゲーム
で日本語と経済とマーケテ

卒業後、ブリスベーン大学
年

月から情報番組で、日

仕事をしている。２００８

のが第一印象だった。オー

ッパが大好きな国だという

いるのが一般的だ。オース

ワーと湯船が一緒になって

のが普通だ。久々に帰国し

後部ではなく助手席に乗る

年部員が参加した。全菓連
っていることにより、消費

費者の生活防衛意識が高ま

れ、日本との生活習慣の違

ド氏による講演会が行わ

ア出身のジェイミーハバー

在宮崎県在住オーストラリ

にあこがれて来日した、現

本会議終了後、サムライ

現された６８０年前の山城

橋、時代考証に基づいて再

メートルの綾の照葉大吊

ートル、最大の高さ１４２

クを訪問し、長さ２５０メ

では、綾ユネスコエコパー

翌日のエクスカーション

てもホテルの勉強を続け

し、オーストラリアに戻っ

守口プリンスホテルで研修

県妙高パインバレー、大阪

リンスホテルに就職、新潟

後、ゴールドコーストのプ

ィングを学んだ。大学卒業

介してきた。

おかしいとか面白い点を紹

ことが、外国人からみると

本人から見ると当たり前の

なった。和式トイレを見た

がないと汚いと思うように

式に慣れた今では、靴を脱

まま家に入るが、日本の方

ストラリアでは靴を履いた

った。海外では、母親が隣

に入るのはおかしい」と言

ますか」と聞いたら「一緒

に「孫と一緒に風呂に入り

トラリアに帰った際に、父

乗る場合でも、一人は助手

て助手席に乗った。二人で

変な顔をされたのであわて

乗ろうとしたら、運転手に

た際、日本と同じく後ろに

日本との生活習慣などを講演

からは、堤副理事長、佐藤
環境の状況が厳しいものと
いや初来日の時のカルチャ

ロック宮崎大会・第

篠原将洋会長より

大会では、九州ブロック

ます。固定観念を取り払い、

り続けることが大切と思い

や技術革新に取り組み、創

子を、より一層の品質向上

顧客に期待され喜ばれる菓
った。懇親会では、小豆を

ーショックなどの解説があ
見学した。

の綾城、蔵元綾酒泉の社を

し、１９９８年長野オリン

た。その後ケアンズに転勤

が、スリッパの種類の多さ

ステイをした際驚いたの

スリッパの種類の多さと和

たいという夢があったが、

からなかった。日本に住み

ことがなく、座る方向もわ

改めてよかったと思った。

に入れる日本に住んでいて

ている。子供と一緒に風呂

に座って子供に風呂を入れ

３で海苔がきれいに巻けて

りを買ったとき、１・２・

初めてコンビニのおにぎ

席に乗る。

１９９３年来日、１９９

と聞かれ、調べたらＢ型だ

在。その後、宮崎市に来て、

年間、国際交流の仕事で滞

９９９年宮崎県三股町で３

のアルバイトを経験し、１

通訳やカメラアシスタント

ピックでＴＶ局のＣＢＳで

ルコニーにはさらに別のス

るとスリッパはダメで、バ

り、畳の部屋に入ろうとす

トイレに別のスリッパがあ

は個人のスリッパがあり、

いたが、ホームステイ先で

玄関で靴を脱ぐのは知って

だ。日本の家に入るときに

まず褒められるのがトイレ

人が宮崎に遊びに来ると、

で、オーストラリア人の友

今の日本のトイレは立派

式トイレで無理だと思った。

た。オーストラリアでは運

ツ着用でリムジンかと思っ

運転手が帽子・手袋・スー

のオーストラリアと違い、

動した。しかも私服が普通

タクシーの自動ドアに感

う」と返事をして、店員を

でいないので来れないと思

真に受けて「この辺に住ん

「またお越しください」を

ラリアでは何も言わない。

言ってくれるが、オースト

大学３年間に日本語を勉

に入る際の「失礼します」

お 願 い い た し ま す 」、 部 屋

と「いらっしゃいませ」と

った。オーストラリアや欧

結婚し２子をもうけた。英

（要旨）

米人は、生まれた月や星座

会話教室を開きながら、テ

強したが、方言がわからな

お土産を渡される時に

「失礼しました」は英語に

日本に住んで良
かったこと

で話が盛り上がるので自分

困らせてしまった。

歳の時、埼玉でホーム

「歴史と伝統のあ

業界の常識やルールに縛ら
９年宮崎へ。宮崎を中心

の血液型を知らない人が多

転手と会話を楽しむため、

り、特に酒を売っている自

かった。最初の勤務で電話

・「 先 週 日 本 に 来 ま し た 」

「つまらないものですが」

はない。また、「ちょっと」

した。

る九州菓業青年会

れない逆の発想を持ち、会

第 回全菓連青年部九州ブロック宮崎大会
回全

回菓業青年会九州ブ

宮崎県菓子工業組合理事
なっているなか、消費者や

第

国菓子工業組合連合会九州
長、中島青年部部長が参加

名の青

７日～８日、宮崎観光ホテ
ルで開催され、約

は、九州はひとつ

員一同の知恵と交流でこの
としたタレント・実業家
として活躍する青い目の

と風呂だ。海外では、シャ

感動した。コンビニも入る

の連帯感の下、友

難局を乗り越えていきまし

リッパがある。日本はスリ

感動したこと

情をはぐくみ研鑽

ょう」と歓迎の言葉を述べ

レビ、ラジオ、イベントの

い。

歳の時に学校で日本

ジェイミーハバード氏の講演より

回目のブロック
サムライ、ジェイミーハ
バード氏講演。

動販売機がある。

を受け「○○おらんけ」と

を「戦車で日本に来ました」

と言うので、なんでつまら

という言葉を使い慣れる

大会を迎えること

務めている優秀な技能者

・物価が安い。オーストラ

言われたので「おらんけ」

・「ジェイミーと申します」

ないものを持ってくるのだ

と、英語では説明しなくて

を経験した。その経験で将

玉へ６週間のホームステイ

も言わなくても水が出てく

・レストランに入ると、何

ときに無意識に頭を低くす

くぶつけたので、扉を通る

・扉の高さが低い。頭をよ

と、あっちに行けになる。

時びっくりした。役場で「毎

ーがあり、知らなくて朝６

る。家のすぐ隣にスピーカ

５時、夜９時に音楽が流れ

・バスの運転手が「信号待

やすい。

・にんにくと筋肉も間違い

にんじんです」と言った。

す」と言おうとして「私は

られた時「わたしは人間で

・外国人だからじろじろ見

聞いて「おっさんグッツ」

・「 お 産 グ ッ ツ が 必 要 」 と

と間違えた。

がイベントでつかう「恒例」

・「 高 齢 出 産 」 の「 高 齢 」

ってしまった。

をみて「かわいそう」と言

学んだので、かわいい子供

たので「日本」と答え、埼

来日するまでは自分の血

る。

朝鳴りますよ。農家の方に

ちです」と言った際、「信号」

古都鎌倉の老舗を訪ねて

お店に近づくにつれて見え

月堂花仙さんが姿を現す。

十分、今回ご紹介する三日

倉の歴史を見て歩くこと二

しても有名な明月院など鎌

り、円覚寺やあじさい寺と

横須賀線の北鎌倉駅を降

目の父親が卸問屋を辞めて

後戦争が終わり、後の二代

焼いていたそうです。その

ご苦労もあり炭火を使って

普及していなかったため、

た。その頃はガスも電気も

地に念願であっ

年鎌倉山ノ内の

もあり、平成四

のお客様の薦め

す。そして地元

習得したそうで

についても研究

北鎌倉へお越しの際は三日

ばせてくれる事でしょう。

で、これからもお客様を喜

んの心温まるおもてなし

場所に８時

花仙さんでゆったり

神奈川県菓子工業組合広
報部・亀岡肇

勘違いしたり間
違えた日本語

時、夕方

液型を知らなかった。宮崎

来日本への道を考え、高校

・自動販売機がたくさんあ

わかるように流していま

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

るようになった。

す」と言われ、慣れるまで

てくる「くずきり」の幟や

一から和菓子作りを勉強し

事になったそう

三日月堂 花仙

甘味のメニューは思わず引

ているうちに、開発の波が

です。元々、義幸さんは製

苦労したこと

と勘違いし、焼酎とか甚平

き込まれてしまうほど風情

押し寄せたことで池袋の地

菓学校で十六年間も講師を

が大変だった。

という町と勘違い。

がある。現在は三代目の上

を去ることになってしまっ

義幸さんは薬剤師を目指し

は 疑 問 だ っ た。「 よ ろ し く

ないのにこの言葉を使うの

とかを連想した。

原義幸さんが日本古来の和

たが、ご苦労されて三日月

て勉強をしていましたが、

花仙さ

菓子作りに精進されており

堂の開業へと準備を進めて

花

ます。お店の名前である三

いったそうです。その当時

独特な日本語

・おいしいものをみたら

「 お い し そ う 」、 難 し い も

で、鎌倉の歴史の勉強も熱

リアでは物価が高く、水で

が人の名前と思った。他に

を「ジェイミーと思います」

ろうかと思ったので「今度

はならないケースでも「ち

右」、「気持ちだけでいいで

心で、現在花仙の一番人気

３００円、ランチで１００

も「 へ げ ぇ」（ と っ て も ）

・「 日 本 長 い で す か？」、

いいもの買ってきて」と言

ょっと…」というだけで通

三股町はスピーカーがいろ

議事では、大会宣言文承

である可麻久良最中と鎌倉

０円以上する。

が分からなかった。また最

「２０００キロです」

いそうになった。電話で「い

だと思った。

認の後、次期開催地が北九

に来てから「何型ですか」

どらやきは、開店以来根強

・宅配便の届く時間の指定

初から日本語を学ばなくて

・「現金ですか？」、「はい、

つもお世話になっていま

語の勉強をして、父に「ど

になりました。皆

ある時に鎌倉に

い人気があります。この土

・電車やバスは定刻発車を

はならないと思いへこん

元気です」

じるので大好きだ。日本語

日月堂の由来をたどると戦

12

こに行きたいか」と聞かれ

様もご存じの通
州市で行われることが承認

店を創る夢を見

地に生きづきお客様にも愛

する。しかし、宮崎人は８

だ。飲み会ではビールより

・「 ジ ェ イ ミ ー、 顔 が 広 い

は難しいが、一番は飲みな

のを見ると「難しそう」と

され、北九州菓青会窪田会

た事をきっかけ

されている事を知り感動し

時待ち合わせなら、家を出

ができる。

分に着く日向

るのが８時で、待ち合わせ

焼酎が主流で、乾杯以降は

す」と言うが、お世話して

がら会話するのが楽しい。

すか」

り、菓子業界を囲

長より土日開催に決定され

に蒲田の老舗で

ました。戦前から創業八十

時間がある。

焼酎になる。２杯目にビー

いないかもしれないし、初

いろな場所に設置してあ

む環境は、食品に

喫茶の修行を

五年続く三日月堂

・散髪した際に「かゆい所

ね」、「うっそーマジで」（太

めて電話しているかもしれ

・おいでおいでのジェスチ

対しての安全・安
たことと、次期ブロック長

し、一年近くに

んは、義幸さんと従業員さ

はありますか」と聞かれる。

ったと思った）

自己紹介

心への要請や、消

三日月堂 花仙

及んで御菓子の

月堂

ルを頼んだらダメと言わ

・ カ メ ラ マ ン に「 気 持 ち

オーストラリア
との違い

ります。創業者は池袋でカ

要である餡作り

とした時をお過ごしくださ

れ、最初はきつかったが焼

り、朝６時、昼

ステラの卸問屋を商ってお

た三日月堂

「はい」とは言いにくい。

酎が飲めるようになった。

ャーも手のひらを下にする

り、地元に愛されていまし

仙を開店させる

いませ。

・ホテルの玄関で傘に鍵を

た。

を重ねてまいり、

初めての日本

ブロック宮崎大会は、６月

10

16

かける。日本人は傘が好き

前の昭和四年までさかのぼ

20

16

80

綾の照葉大吊橋

16

60

16

60
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ました︒また︑組合費を集

てほしいという意見があり

るが︑後を継がないで他の

の菓子屋では息子さんはい

思います︒例えば︑Ａさん

こう出来る問題ではないと

ことを言えば︑組合でどう

ての抱える問題で︑本当の

恐らく各都道府県の組合全

ら先も組合員の減少には歯

百名余りですので︑これか

いました︒今︑愛媛県が二

割ってしまったと言われて

のが︑ここ十数年で百名を

は組合員が二百数十名いた

忘れましたが︑十数年前に

大事だと思います︒

ら自分が何かを学ぶ姿勢が

はなくて︑いろいろな方か

合から何かしてもらうので

得られたアドバイスで︑組

て組合に出ていたからこそ

た︒これも︑青年会に入っ

組合
後継者難による 員
の減少に思う

愛媛県菓子工業組合の定

めに行っても︑組合費を納

一人ひとりの本気で組合の未来を変えよう

日に菓子会

時総会が５月

少して︑支部の総会も閑散

人から︑支部の組合員が減

その中で︑総代さんの一

がいるというご意見でした︒

のメリットがないという人

めるだけで︑組合員として

ほしいと言われても土台無

ので︑組合でなんとかして

は息子に後を継いで欲しい

仕事をされている︒Ａさん

題ですが︑なぜかそういう

リットがないと言われる問

思います︒次に︑組合にメ

止めがかからないだろうと

支部の各お店を訪ねて︑青

は︑ほとんど十数年程前に︑

心に活躍されている若い方

最後に︑今︑青年会で熱

ことを嘆くよりも︑今︑せ

これは私の個人的な意見

っかくやる気になって後を

としたものになってきてい

行事には出て来られませ

継がれている若い方に︑ど

年会に入会して頂いた方ば

ん︒二年前に菓子会館の補

しどし青年会に入ってもら

かりです︒後継者がいない

ら︑息子さんがいても優秀

修を行った際に︑五十名ほ

えるよう︑お誘いすること

ふうに言われる組合員さん

で医者になられたところも

どの組合員さんのお店を回

ではないでしょうか︒役員

に限って︑ほとんど組合の

あれば︑娘さんしかいなく

らせてもらいましたが︑初

理な話で︑お菓子屋さんそ

ても娘婿さんが後を継がれ

めてお会いする方に限って

れぞれに事情がありますか

ているところもあります︒

一人ひとりが本気になっ

ですが︑後継者難による組

各お店の事情と時代の流れ
組合にメリットがないとお

合員の減少という問題は︑

だと思います︒

て︑芽吹き始めた若い芽を

出したという話はここ十数

が︑和菓子屋が新しく店を

合員が増えているそうです

生まれ︑洋菓子の組合は組

切り抜けたことがありまし

アドバイスを頂き︑難局を

会の先輩から︑いろいろと

時︑当時入会していた青年

ことで問題を抱えていた

突然父が亡くなり︑菓子の

私事ですが︑二十七歳で

思います︒

えることにつながることと

退してゆく組合の未来を変

育てることができれば︑衰

パティシエの女性が次々と

年聞いたことがありませ

事長・白石恵一

愛媛県菓子工業組合副理

ん︒以前︑どこの組合かは

洋菓子屋さんでは︑若い

っしゃっていました︒

る︒組合でプロジェクトチ

パン講習

％

教師

︻基礎編︼
千葉 良一
熱

ショート

生地温度⁝⁝⁝⁝⁝⁝

℃

ニング↓低速２分高速６分

湯種↓低速２分

ミキシング⁝低速２分

日本菓子専門学校

エキメック
︻配合︼
フランスパン専用粉⁝

℃

分割重量⁝⁝⁝⁝２００ｇ

％︶

分︵

ト⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝４％

発酵時間⁝

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２％

２１０℃

分

ベンチタイム⁝⁝⁝⁝

℃
30

２３０℃

分︵

イーストフード⁝０・２％

インスタントドライイース

26

78

成形⁝⁝⁝⁝⁝⁝クッペ型

％︶

最終発酵⁝
％

焼成⁝上火
下火

％

⁝⁝⁝⁝⁝⁝３％
水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
熱湯処理種⁝⁝⁝⁝⁝
︻工程︼

約

分
︻バリエーション︼

25

20

78

コーングリッツ適量を濡

︻トッピング︼

らした生地上面にトッピン
グする︒
︻熱湯処理種︼
強力粉⁝⁝⁝⁝⁝１００％
熱湯⁝⁝⁝⁝⁝⁝１２０％
︻工程︼
＊前日仕込みをする︒
①沸騰直前のお湯と強力粉

℃位になるま

を高速で回しａ化させる︒
②生地温度
で回す︒
③荒熱がとれたら冷蔵保存
する︒

※黒胡麻⁝⁝⁝⁝⁝⁝５％

い︒

で熱湯の量を調整して下さ

熱湯処理種の硬さは好み

※フライドオニオン⁝５％

エキメック
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ームでも組んでなんとかし

館で行われました︒
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尾張藩・徳川宗春公を
愛し続ける名古屋

西野嘉高さん

との言葉があります。これ

「尾張名古屋は城でもつ」

「尾張名古屋は芸どころ」

て、その繁栄ぶりは「名古

いた名古屋の町は活気を得

前時代の倹約令で停滞して

宗春公だけで、この結果、

戸時代の藩主では尾張藩の

かず反論したといわれてい

やかな風味の最中と香ぐわ

米の皮に大納言小豆のまろ

看板商品は、極撰うるち

子のおいしさと楽しさを創

美しさをもとにした、和菓

承し、日本の四季と自然の

大事な伝統文化を継承・伝

私達は和菓子という日本の

を深め、和菓子の素晴らし

のお客様とのより良い関係

などを行い、積極的に地域

店や店舗にての和菓子教室

ながら、地域の祭りへの出

芸どころ

は尾張藩七代当主徳川宗春

る行動は取れない。第一、

しく上品に仕上げた焼菓子

御菓子所松河屋老舗

公の時代に、尾張名古屋に
屋の繁華に京（興）がさめ

の詰合の登録銘菓「芸どこ

西野さんの企業理念は、

文化芸術が隆盛していた頃
るほどです。

徳川吉宗が進めた「幕府の

す。また、当時の八代将軍

屋の人々から愛されていま

いだ宗春公は、今でも名古

ます。文化振興に力をそそ

を練り歩いたといわれてい

白牛にまたがり名古屋市中

出し、自らも派手な衣装で

んにして町人の楽しみも創

国元で遊興にふけり、江戸

春公は「他の大名のように

い」と詰問、これに対し宗

た 」「 倹 約 令 を 守 っ て い な

公から拝領した幟まで飾っ

を呼び入れ、尾張家が家康

の折、江戸藩邸に町人たち

っ て い る 」「 嫡 子 の 初 節 句

江戸においても遊興にふけ

介して「尾張ならともかく

ないので、おわかりになら

お上は倹約の根本をご存じ

約に努めているつもりだ。

と言われるが、私なりに倹

上は倹約令を守っていない

な禁令はいつ出たのか」「お

ぬと言われるが、そのよう

幟まで飾ったのがけしから

藩祖が家康公から拝領した

邸に町人たちを呼び入れ、

市をはじめ中部圏を中心に

戻りました。現在、名古屋

５年間の修行後、名古屋に

子屋「大阪高麗橋菊屋」で

学卒業後、大阪の名門和菓

役社長の西野嘉高さんは大

河屋老舗」です。代表取締

１ ８ ６ ２ 年 ）「 御 菓 子 所 松

舗が、創業文久二年（西暦

まちで長年愛されている老

そんな歴史ある名古屋の

子を展開中です。

る進物菓子や季節の和生菓

菓です。これらを筆頭とす

を型どった優雅な味覚の乳

菓「天守閣」は「葵の御紋」

城からイメージした登録銘

言われた天下の名城名古屋

ろ」。また、「城でもつ」と

ＩＯＮを社員と共有を深め

会社になる」というＶＩＳ

れ、必要とされ、愛される

族、そして地域から褒めら

取引先様、従業員とその家

理念で、さらに、「お客様、

に貢献する、という崇高な

造して人々の豊かな暮らし

回の取材でした。

人物であると再確認した今

ックにはなくてはならない

の西野嘉高さん。中部ブロ

え 続 け て い ま す。「 尾 張 」

さとおいしさと楽しさを伝

＂ 残 る も の よ り も、 心 に

す。

ておきの上生菓子となりま

ンタッチに因んで、うす翠

ューアルは次世代へのバト

色でした。でも今回のリニ

と下地の色が収穫時の黄金

菓子のデザインは、もとも

の基本だろうと思います。

あることが、お菓子づくり

■豊かな心が大切です

で編んでいくものでしょう。

ばよし、なければ、その店

を作成し、支部会員・支部

賛助会員の店頭に掲げてい
る。

日まで本県で開催される国

民文化祭のロゴマーク、地

しよう！」という文言に国

「おいしいお菓子の街に

民文化祭のＰＲをかねて、
縦１４０㎝、横

秋田県菓子工業組合秋田

月３

支部では、組合員の店舗の
月４日～

元スポーツのトップリーグ

お菓子と

理事・川口雅丈

秋田県菓子工業組合専務

っている。

待を込めての取り組みとな

祭開催時の賑いに大きな期

ールすると共に、国民文化

民文化祭を県民に広くアピ

Ｒ、そして秋に行われる国

の売り上げ貢献、店舗のＰ

この事業を通して組合員

た２色を作った。

ッツのピンクをイメージし

ットの秋田ノーザンハピネ

ブリッツ秋田の青とバスケ

である、サッカーのブラウ

㎝の幟旗

国民文化祭ＰＲ事業

おいしいお菓子の街にしよう！

•••••••••••••••••••••••••••••

之

中部ブロック長・那谷忠

倹約政策」に、自由経済理
ないのだろう」と一歩も引

田んぼが緑色に変わってい

残るもの＂をぜひ贈りまし

（みどり）色としました。

田

秋

府県で約３００店舗を展

では倹約するという表裏あ

宗春公は尾張の祭りも盛

領民に迷惑をかけていな

（フリーダイヤル）
0120-758-830

い 」「 初 節 句 の 時、 江 戸 藩

（代表）
052-262-0201

時の将軍吉宗は、使者を

愛知県名古屋市中区栄4-9-27（本社）

た」とまで言われました。

開しています。

松河屋老舗
御菓子処

からの言われです。

店舗データ

論で立ち向かったのは、江

きます。高台に登り一望す

ょう、と学生諸君に話すと

40

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

ると、何とも美しい。山間

きは、いつも和菓子づくり

11

雨の中、みるみるうちに、

の段々畑、棚田にいたって

お客様に届けることを考え

り、新小豆も手に入ります。

待っています。
城戸翔寉（きどしょうかく）

幟旗を店頭に掲げる店舗

まず、作り手が心豊かで

は、その神々しさに心奪わ
れます。古代から続く営み、

抜き、一途に作られたお菓

場づくりをして欲しいもの

に行きたくなるような売り

子は、並んだ菓子たちを見

美しいお米とともに、広く
紹介したい日本の風景です。
■心に残るもの
掌で生まれる和菓子の形

たったそれだけのストーリ

わくわくする菓子を待ちわ

秋は果物もたくさんあ
の話になります。

ーですが、印象に残るよう

びる秋、灼熱の葉月の向こ

です。

など飲み物とのとりあわせ

■ストーリーのあるアピー

一言、挨拶状などで触れて

は美しいもの。お茶や珈琲

や、場の雰囲気によっても、

みてください。 年後には、
物語があるお菓子、パッ

再び実りの黄金色へ。
郷土のお店のストーリー
は、もともとあれば活かせ

うには、菓子たちの豊穣が

ル

ケージデザインは一人歩き

また、モノがあふれるな
か、人さまに何を差し上げ

します。
先日、アドバイスしたお

ようかと考えたときは、や
っぱり和菓子、それもとっ

10

10

美味しさは変化します。

その 231
7月
10
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打開していくに

た︒この現実を

声もありまし

ほとんどという

っている状況が

きな事を言い合

か︑お互いの好

ができないと

かなか本音で話

の多くの方もな

しょうか︒会場

いのではないで

は︑とても珍し

関係を持てるの

きたわけです︒

なるという苦い経験をして

ると︑結局は会話もしなく

の意見のぶつかり合いがあ

自分自身も若い頃は︑親と

いませんが︑振り返れば︑

全てうまくいくとは到底思

葛藤がありました︒今後も

が︑この間︑やはり沢山の

に携わって５年経ちます

える予定です︒息子が家業

ずれは社長を譲る時期を迎

工場や店舗を経験させ︑い

ってくれましたので︑今は

学卒業後︑家業を継ぐと言

そう言う私も︑息子が大

た︒

あると感じた貴重な会でし

気持ちを伝える事が大切で

から向かい合い︑お互いの

を見せつつも︑時には正面

進めていく姿勢︑親の背中

を捨て︑親から子へ会話を

親の過剰なプライドや意地

うか︒その為にも︑まずは

き合うべきではないでしょ

持ちを横に置き︑冷静に向

言わずともわかると言う気

子だからこそ︑慣れ合いや

絶対に必要不可欠です︒親

子のコミュニケーションは

ニにて︑富山県菓子工業組

高岡のホテルニューオータ

ります︒後継者がいない事

題の一つに後継者問題があ

減少︒そして最も大きな課

販売などの台頭による売上

幅な減少︑コンビニや通信

お菓子の値段の決め方など

前提という考えだったり︑

響から︑週２日の休日が大

んはサラリーマン生活の影

そうです︒中でも︑息子さ

や対立があり︑悩んでいる

子さんとの意見の食い違い

回総代会が開催さ

はもちろんですが︑後継者
にも大きな食い違いがある

日︵木︶︑

れました︒その後の懇親会

となった息子とどう向き合
そうです︒

年６月

では︑日頃お付き合いの少

っていく事が必要か﹄とい

平成

ないお菓子屋さん同士でテ

う内容のものです︒

合の第

ーブルを囲むように配慮
そしてもう一人の方か

し︑和気あいあいと懇談が

回総代会

は︑まずは親側が︑会話の

第

できる状況を努力して作っ

ぐと決めたそうです︒喜ば

今後どう進んでいくのかを

しいはずですが︑帰ってき

ら︑次のような報告が︒そ

二人で決定されるそうで

菓子店の後継者問題

の方はどんな事でも息子さ

てからは︑様々な場面で息

すると︑ある方の報告︒

んに話をし︑相談して︑お

﹃息子とどう向き合うか﹄

弾んでおりました︒この機
息子さんは学校卒業後会社

会にと感じ︑残り

店舗それぞれの﹁オリジナ

の中で︑宮崎菓子協会加盟

どのお菓子も︑試作した

の二品を完成させました︒

と﹁日向夏アイスギモーヴ﹂

い︑﹁ 日 向 夏 チ ー ズ 饅 頭 ﹂

す学生も交えて開発を行

菓子業界だけでなく︑宮崎

要並びに消費拡大を図り︑

クトによって地場産品の需

す︒また︑今回のプロジェ

ることを期待しておりま

ブランド菓子として定着す

正光

支部長・菓子司上野・上野

宮崎県菓子工業組合宮崎

ていきたいと思っています︒

市全体の経済発展につなげ

より発展させるには︑親と

会の案内も行いました︒

ナゲルを用いての製菓講習

パラ﹂についての説明とイ

・中尾吉成

間で︑私︵中尾吉成︶から

ル菓子﹂と︑﹁お土産菓子﹂

お菓子を持ち寄って試食会

中尾清月堂代表取締役社長

という二つのテーマを掲げ

を行い︑会員同士で意見交

ていく必要があるという事

﹁オリジナル菓子﹂では︑

換を重ねながら試行錯誤を

す︒が︑お菓子屋さんに限

タイトルにある﹁テゲウ

日向夏・マンゴー・さつま

繰り返して完成させた︑作

互いの意見をぶつかり合わ

マ﹂とは︑宮崎の方言で﹁と

いもといった宮崎の食材を

なかったそうですが︑ある

宮崎菓子協会では︑平成

てもおいしい﹂という意味

使い︑各店舗の特徴を活か

問題提起を行ってみまし

二十四年四月より二年間に

です︒宮崎市民・観光客と

り手の思いが込められた商

でしょうか︒

わたって︑宮崎市など十四

もに永く愛されるお菓子に

品ばかりです︒また︑毎年

らず︑ここまでできる親子

団体で構成される宮崎市地

した個性豊かなお菓子がそ

宮崎菓子協会が開催してい

せるそうです︒そのうえで︑

域雇用創造協議会の協力を
なって欲しいという願いが

﹁ お 土 産 菓 子 ﹂ で す が︑

ろっています︒

テゲウマスイーツプロジェクト

みや
ざき

永く愛されるブランド菓子開発
ることになりました︒

る意見を多く聞くことがで

ーズに進行︑全ての議事は

総会は例年のごとくスム

るレジスターなど店舗向け

その後東芝テック㈱によ

消費税増税や景気の低迷

ての解説を行ってもらいま

養表示義務︶の概要につい

実施される食品表示法︵栄

な

当日場所をお借りした品

れの機能につき︑出来上が

見学をさせて頂き︑それぞ

と工場にて製菓調理機器の

手ほどきを受けました︒最

団子餅を作る方法を懇切に

つき機を使用して美味しい

同社のボイラーと自動餅

川工業所のご好意でそのあ

った製品も見ながら説明頂

後に出来上がった餅の味を

技術研修会

理事・野崎充亮

奈良県菓子工業組合専務

来栄えでした︒

確認︑全員が納得のゆく出

きました︒

実習としては︑うるち米

からみたらし用の団子を製

した︒

にとの説明であり受講者は

年次総会

伊那食品の新商品﹁オブ

造する工程を実習研修しま

ど



は６月

き︑有意義な活動になった

お菓子完成後の平成二十

原案通り可決されました︒

六年一月には︑イオンでの

システム機器の展示実演が

と思います︒

完成発表会と販売会を行い

など厳しい状況にあります

した︒準備に怠りないよう

行われた︒そして来年から

が︑ぜひ多くの方々にご賞

ました︒

味いただき︑宮崎の新たな

熱心に聞き入りました︒

食品表示法の概要解説
奈良県菓子工業組合総会
る﹁みやざきお菓子まつり﹂

今回の宮崎ブランド開発

これには協会員だけでな

日︵金︶県中部に

にあたり︑月一回の検討会

位置する磯城郡田原本町の

りして開催しました︒県下

㈱品川工業所の本社をお借
ケートを行いました︒お菓

から 数社が出席しました︒

において︑一般のお客様に

子の開発において参考にな

も試食していただいてアン

お土産菓子

く︑将来パティシエを目指

みやざきテゲウマスイーツフェア

議を行ってきましたが︑そ

20

な ど を 行 い︑﹁ み や ざ き 菓

良

奈
20

子﹂の開発に取り組んでき
ました︒

年次総会と技術研修会



頂きながら︑宮崎の食材の
込められています︒

時急に戻って来て︑店を継

42

た︒ そ れ は︑﹃ 組 合 員 の 大

富山県菓子工業組合・㈱

勤めをし︑店を継ぐ気配も

19
30

42

活用について広く検討会議

やはり会社を存続させ︑

分の時

26

山
富
崎
宮
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第904号

ている「シラハタ製菓」白

専門店として大変繁盛され

市で「黄金まんじゅう」の

静岡県の中部地区、藤枝

と考えた氏は、あらゆる所

このままでは衰退あるのみ

けるようになってきた時、

小売店はその影響を強く受

ーパーの地方進出で地域の

営んでおりました。大型ス

い、これはすごいことだと

り変わりにもビクともしな

を守っている、世の中の移

として細々ながら長い伝統

た気軽に食べられるお菓子

う」も庶民の味として、ま

判焼き」や「黄金まんじゅ

歴 史 を も つ「 鯛 焼 き 」「 大

く頑張っておられる。古い

店は何代も続いた老舗が多

夫されたお店、特に和菓子

高めて世の中に出したいと

いお菓子をもっと価値観を

伝統のあるこんな素晴らし

ません。老若男女に好かれ、

く、菓子専門店が殆どあり

営業されていることが多

り副業のような店の片隅で

の種の店舗は屋台であった

じゅう」です。しかし、こ

に庶民のお菓子「黄金まん

らず頬ばれるお菓子、まさ

が知っているお菓子、気取

来

年 間、 専 門 店 と し て

店として開店しました。以

まんじゅう」専門のお菓子

しての店構えを整え「黄金

も当初の希望通り専門店と

を受け開業が決まり、店舗

られました。早速資金援助

ないか」と相談を持ちかけ

「資金を出すので何かやら

ミング良く商工会の方から

開店の意志が固まるとタイ

きました。不思議なことに

が出来た、お陰で商品も良

え、菓子屋は美味しい菓子

びと満足感という儲けを与

御客様には美味しかった喜

常に創意工夫を忘れず、

た。

銘を受け信条としてきまし

であると書かれた文章に感

則」また「人は儲け合い」

ず元に帰るのが自然の法

どんなに他人が真似ても必

に「創意工夫を持った人に

真心込めた菓子作り

幡雪雄様をご紹介いたしま

に足を運び菓子屋さんを見
思いました。現状打破に向

当初、菓子煎餅の卸業を

た。厳しい
た氏は「黄金まんじゅう」

かって試行錯誤を続けてい

四季を超えて日常買いして

四季折々の工夫ができれば

ーズに応えられるように、

考えました。味も時代のニ

お客様が具材についてヒン

を製造しています。これも

種類の「黄金まんじゅう」

脈々と営業を続け現在は

ける為と思って心をこめて

客様に美味しいお菓子を届

る。鍋や釜を洗う時でもお

判 焼 き 」「 き ん つ ば 」 を 買

まんじゅう」「鯛焼き」「大

それからは各お店の「黄金

なって湧き出てきました。

い思いが体中から火の玉と

もらえるのではないか。強

品年中製造しています。し

は夏場お休みですが他は全

き 」 等 々 で す。「 カ レ ー」

ザ が 美 味 し い 」「 ツ ナ が 好

す。「コーンを入れたら」「ピ

トを与えてくれたもので

す。要は真心で真剣に本気

日仕事に励んで来た結果で

れるもの、それを信じて毎

製品も結局は心が作ってく

盛店を維持できたのは店も

行っています。長い間、繁

委員長・森田紀

静岡県菓子工業組合広報

の秘訣であると感じました。

で商売に勤しむことが成功

食品会社の社長さんの著書

若い頃、読んだある大手

品です。

かし、主力はやはり小豆製
有余店

は試作を繰り返す日々が続

になりました。試食をして

た。その数は実に

い廻り試食を繰り返しまし

く売れたという儲けを得

時代にあっ
に関心を持ちました。誰も

白幡雪雄様

技術講習会

ても創意工

14

シラハタ製菓

す。

て歩きまし

写真右が道路、店舗前は駐車場

40

極的に参加し連携を深め前

する種々の交流会などに積

直後から行動力旺盛に関連

や新店舗を構えた方等震災

舗にて製造販売を始めた方

頑張っております。仮設店

温かいご支援等のお蔭にて

域の組合員さんは皆様の心

ヶ月になりますが、沿岸地

東日本大震災から３年３

【講師】

御礼申し上げます。

中惜しみないご尽力に厚く

て下さいました。ご多忙の

種類を日夜研鑚の上開発し

ご」を使った新しい商品９

ン組合員４名は「ＦＤいち

お願い致しました。ベテラ

テラン組合員さんに開発を

する商品を念頭に４人のベ

組合としては、日持ちの

㈱白

いちごを使った新作菓子

合員始め青年部員も多数参

名）組

加して下さり前途が明るく

ただき（出席総数
として、関連業者である㈱

組合の活性化対策の一環

サトー商会様のご後援をい
夫

アトリエシュクレ

35
洋菓子系 （焼物）夏井泰

松がモナカ本舗

藤あや子

宮城県菓子工業組合・佐

ろです。

を請合いましたとこ

れ筋商品になること

一レシピ第二弾の売

ゅう」に続いて、統

「仙台いちごまんじ

商品が生まれる要

この中からヒット

講習会になりました。

び交うなど和やかな

その中にも質問が飛

ながら熱心に受講、

みな話術に聞き入り

の技術を盗みつつ巧

また講師の先生方

感が湧いてきました。

照らされたような実

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

がんばっぺ みやぎ

進する姿に平身低頭するば

子司和楽

和菓

和菓子処千里庵

：
和菓子系 （蒸し物、焼物）
菅沢譲

（蒸し物）庄子信行

（蒸し物）畠山保雄

を使った技術講習会を開催

日に地場産品「いちご」

話は変わりますが去る２

かりです。

新作菓子の技術講習会を開きました

！
！

しました。

月

40

岡
静
城
宮
19
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（７） 平成26年７月15日

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
︵株式会社グランバー
え︑﹁七転び八起きの人生﹂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
︵株式会社アンゼン・パックス代表取締役︶にお

尾関

工場に１００人以上

いらっしゃったため︑今で

１００人以上のパー

も心残りということですが︒
大川
トさんを解雇ということに
なりました︒茨城の工場で︑
みなさんに頭を下げて︑と
にかく申しわけないと伝え

い︒倉庫の人と会っても全
実際︑１００か０ですから︒

仕事もゼロですので︑と︒

願いしました︒

※ナタデココブームによ
然わからないと言うばかり

ました︒このままでいても

り︑何億も売上を上げた話

その②

けど︑私はこれからも頑張

って︑こうなってしまった

した︒それぞれの会社へ行

とすべてに対する支払いで

一社依存型を脱却しよう

しゃるので︑再起策として

を︑やはり創業者でいらっ

あきらめてしまうところ

尾関

ての企画やアイデアが︑な

ところですが︑製造につい

ことで︑ここからがすごい

尾関

それをやろうという

さんの商品にできるので︒

をかければ︑いろんな会社

が伸びたら切って刺してま

紅あずまを持って行って蔓

ですが︑ジャカルタの南に

僑と共同の工場があったの

ました︒そこに日本人と華

マランというところに行き

て︑スイートポテトを作り

テナを私どもの工場に入れ

ンテナに入れて︑そのコン

殺菌して︑冷却して冷凍コ

チにして出して袋に入れて

の機械のようなものでミン

して︑その彼に月に

係者では一人日本人がいま

ですがね︒さらに私共の関

所で作ると現地産になるん

だ︑芋もあまり長く同じ場

を下げることができた︒た

大川

んと海外にあった︒

れるんです︒それで収穫し

ンドネシアだと︑年３回作

で栽培を増やしました︒イ

た 増 や し て︑
〝芋づる式〟

痛手を被られているのに︑

すね︒一度ゼリーのことで

尾関

ました︒

つまり同じくらいの費用

がいて︑一人５千円くらい︑

００人近い現地パートさん

ほど渡して︑その工場は１

グに歩いていくという転換

れたので︑もうちょっと売

普通だったらそこで

りたいと思うと︑なんとか

と︑そこからマーケティン

万円

したいので︑２年間くらい
の長期支払いで許していた

を図られたということです

ろうかと思って︒ちょうど

つまり石焼き芋ですね︑ブ

て︑芋の焼き方も教えて︑

大川

う核心があったんですか？

よくそこまで︒当たるとい

てやれました︒

で︑月１００万くらいかけ

そこまでやったんで

だけないかと︑一軒一軒回
ね︒

円く

ロックを積んで︑薪で火を

１００社くらいに売

りました︒

らいの︑やきいもペースト

で︑多くのお客さんに支え

作って︑袋にいれてＯＥＭ

たので︑スイートポテトを

たせるノウハウを持ってい

品種のさつまいものペース

茨城の﹁紅あずま﹂という

とがきっかけで︑私どもは

ある農業関係者と話したこ

になってしまうのですが︑

大川

尾関

焼き芋に近いものは

すごいですね︒

ら焼き上がりだと教えて︒

枝で刺してきれいに刺せた

焼き芋ですね︒焼けたら楊

を置いて蓋をして焼く︑石

起こして上に石を並べて芋

出るようにしたということ

下げて︑お客さんの利益が

だいた︒それと︑掛け率も

か︒ですから重宝していた

わせにできるじゃないです

ちするタイプだと︑詰め合

かったものですから︒日持

スイートポテトはその頃な

さんで日持ちするタイプの

お客さんも増えたので︑ス

て︑Ｖ字回復で安定して︑

大川

９９６年くらいでしょうか︒

変更されたのですよね︒１

ですね︒そのときに社名を

を回復された︑ということ

くらいの商品になって経営

くらいつくる︑年間４億円

尾関

その当時の一袋６〜

を使っているとどこも同じ

スイートポテト
日以上も

持ちがしない生商品なので

られる経営でなくてはまず

で何十社のものと︑もちろ

トを安く使えるようにしま

あったんですけど︑あまり

か︒ナタデココブームは何
年くらい続いたでしょうか︒ ００人︑従業員

尾関

業界でも︑どうして

ういうことでは︑工場には

生懸命な方々が多くて︑そ

たりして︑また働く人は一

えるというクレームがあり

ーラー不良等で︑カビが生

酵したり︑ピンホールやシ

土壌菌が出て︑なかには発

ものですから︑どうしても

作っていると谷があったり

年くらいスイートポテトを

たこともあります︒また

の商売はできないなと思っ

やっていたら次の世代︑こ

ものですから︒こんなこと

にもなりません﹂と︒銀行

と言っても﹁まったくどう

で﹁なんとかなんないのか﹂

全然ないんです﹂というの

理担当者が﹁社長大変です︒

ない︑という状況です︒経

ケット全部探してもお金が

すね︒子供の貯金まで︑ポ

大川

尾関 そこがすごいですね︒

すか︒

あ開きなおった︑といいま

なんとかしなきゃ︑と︑ま

でしたね︒でも︑そこから

は︑いやだなあという思い

従業員さんを解雇するの

大川

ね︒

尾関

脱却できなかったです︒

か脱却したいと︒なかなか

ですね︒下請けからなんと

ーになりたいと思ってたん

２〜３年だと思いま

これが一日に４万個
すが︑たまたま

いなということと︑ヒット

んお客さま販売用と作っ

した︒つまり卸をしてもお

やっていなかった︒われわ

イートポテト事業をつくり

釜石へと随分話題になりま

最適だと思いました︒

しますので︑７〜８億くら

それが今の人を大切

やはり︑和洋菓子屋

大川

商品をつくらなきゃ︑とい

て︑和洋菓子屋さんに︑洋

客さんに利益が上がらない

です︒

ました︒

自分が経営者として

足らなかったということ

うわけで︑私しか商品開発

菓子的要素も売れる商品を

と買ってくれないものです

尾関 全然違ってきますね︒

その時に反省した点は︑ま

はできないので︑東京のデ

当時︑縦のピロータ

納品することにしました︒

から︑原価を下げるために︑ れは芋畑を作って︑そこで

大川

ず自分が怠慢だったという

パートをずっと回って︑な

尾関

焼いて︑芋を半分に切って

で︑途方に暮れて帰ってき

ごく問題があったというこ

にかお客さんがほしがって

スプーンで取って︑ひき肉

たことを覚えています︒ナ

とで︑それは社長としての

思います︒当時の支払いに

いる商品がないか︑と探し

種芋をかついで︑インドネ

こと︑お客さんとか商売に

残ったのは機械のリース代

考えの甘さだったと︑頭を

ついてはどうやって乗り切

イプのものは︑あんまりな

シアのジャカルタの奥のス

タデココの仕事がほとんど

で︑当時︑１億数千万のラ

下げて︑土下座して解雇さ

られたのでしょうか︒

かったですよね︒

代半ばくらいでしょう

大川

インを入れていましたけ

せてもらったというのが︑

続けてチャレンジしたのが

大川

対して一社依存型の下請け

すが︑短かったですね︒そ

ど︑どうしようと︒それと

今でも心に残っています︒

﹁スイートポテト﹂です︒

仕事だったことに︑ものす

して︑ある日︑朝起きたら

家賃ですね︑倉庫を使って

大川

﹁スイートポテト﹂は︑日

人くらい︑

仕事がなかった︒いきなり

工場にしていたことも含

ものは︑材料屋さんとか︑

でしたから︑パートさん１

そうなりましたね︒今でも

尾関

包装屋さん︑家主︑銀行⁝

大川

したけど︑人もよかったと

尾関

ました︒それが１日３万個

いの売上げも半分くらいに

なんとか軌道にのれ

覚えています︒朝呼ばれて
め︑どうしよう︑と行き詰
にしている経営に結びつい

リップスというオランダの

いうことで︑生産が順調に

作って︑１個でても大変な

そうですね︑残った

い っ た ら﹁ 仕 事 が な い ﹂︒

てこられているのかなあと

電気会社があったのです

行われたということですね︒

の貢献︑ということですね︒

ものです︒その頃︑イトー

ですから︑納品価格

まり︑人生どん底を味わい

が︑全部ストップして︑た

このスイートポテトも年６

品のことがあって問題にな

とか︑原因がわからなくて

品が出ると百何十店舗回収

っていて︑そこで１個不良

移って︑２年くらいそうい

大川

えておられた︒

したか︑会社の売却まで考

尾関

尾関 ２０００年くらいは︑

ませんか﹂と言って︒

なんとか資本を入れてくれ

ってもらえないですかね︑

へ行って﹁うちの会社︑買

ないので︑材料屋さんとか

んですね︒それでしょうが

へ行っても︑これも冷たい

があって︑これひょっとし

どお菓子のようなトースト

って︒あるところで︑ちょう

インが好きだったこともあ

大川

ど︑カビないお菓子ですね︒

尾関

それもあったし︑ワ

思いました︒

ないお菓子をつくりたいと

かはいやだったので︑カビ

ら﹁ラスク﹂という商品を

思ってものごとを考えなが

って︑自分で売るんだと︑

う自分で企画して自分で作

分やけくそにもなって︑も

なかなかできない︒で︑半

いので︑新しいビジネスが

雇用ができなくてはならな

をすると︑しっかり生産と

ないじゃないですか︒卸し

いうのは︑そう簡単に売れ

どうしても店売りと

り︑夜眠れなくなった︑と

も全回収︑それがもう５万

ったことがありまして︑ど

本当に難しい︑ナーバスな

作ることにしたんですね︒

岩手県釜石市にフィ

とで︑グランドリバーから

しか台湾の方に移転してい

大川

００万個くらい作っていら

１９９６年に︿グラ

尾関
名づけました︒

たものですから︑どこで作

普通は難しいですよ

尾関

ます︒日本からアジアにと

っても宅急便で送り出せば

い︒ただ卸屋としては︑設

いう２回目の困難があるわ

個回収とか︑相当の数にな

うしようかな︑売上げも落

時代だったのですね︒

たら進物につかえるかも︑

雇用の確保と地元へ

ンバー﹀という社名にされ

いう時代だったんですね︒

その後の２０００年

ましたが︑大川さんの名前︑
に工場の拡大に伴って移転

ですからここは︑その施設

備投資にお金がかかるの

けですが︒

り︑私はすぐ︑同社の品質

ちたし︑と思いました︒み

とおもいました︒もう１つ︑

わたしども卸しだっ

グランドリバーから名付け
されましたが︑なぜ︑いき

本当はビッグリバー

ですが︑これを釜石に

で︑ちょっとした工場を立

大川

管理事務所に呼ばれて︑保

なさんはそうじゃないかも

大川

昔から︑お菓子屋のメーカ

億とかかる

そうですね︒乳業メ

そうですね︑釜石へ

２００２年くらいで

大川

無償で譲渡して去って

てても５億︑

ーカーの集団食中毒事件が

健所に行くとか︑お客様の

の︑だめだなあという出来

なりましたですね︒

いったんですね︒この

のですが︑そんな借り入れ

起こったのが︑ちょうどそ

ところに行くということが

しれませんが︑会社の売上

事でした︒なにより釜石の

ヨーカ堂さんのＯＥＭをや

話を聞いたのは︑岩手

をしてまで事業が成り立つ

の頃ですね︒食品︑とくに

げが半分くらいになると︑

っしゃったのですが︑不良

県の製菓さんの社長と

のかなとも思っていまし

お菓子屋さんもマスコミに

ありました︒そうなるとも

まったくお金が無くなりま

場所はどこでも変わらな

東京でお会いしたとき

た︒でもこちらで工場を借

う︑眠れなくなっちゃいま

と雇用も何百人かあったの

で﹁こんな安い工場が

りれば︑ほぼ８００坪くら

叩かれた時代でした︒わた

した︒月に何回も呼ばれる

に移転されたのでしょうか︒

あるので︑移転するん

しどものスイートポテト

そこですか︒なるほ

だったら見に来たら﹂

いだったと思いますが︑家

は︑商品自体が半生菓子な

これが本当に２回目
と言われ︑それで思い

万くらいで済むんです

10

ね︒多少補助金もいただい

次号に続く︒

賃

でもクリームなんと

なり筑波から岩手県釜石市

そうですね︑袋に帯

ました︒

を受けて︒

50

切って釜石に行ったん
です︒

20

ですが︑壮大な川というこ

大川吉美氏著﹁ラスクおやじの本﹂

10

釜石へ移転

30

70

先方の会社に出向くと︑そ

尾関 順風満帆というのが︑

大川 吉美 氏（株式会社グランバー 代表取締役）

の人生

の担当者は異動していな

七転び八起き

たということですが︒

20

30
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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

る売り場づくり」を演目に公演を行いました。

先月号より続く。

陳列方法の重要性

その③
年前、商品力で勝

勉強しろ」とおっしゃって

年を通して売り続けるのは

る。ボンボンショコラは１

だと言うようになった。そ

今、売り場はこんなに大切

は要らないと言った方が、

負できるからショーケース

コレートの派生商品とし

ートをかけたものが、チョ

バームクーヘンにチョコレ

出していく。売れなくても

大変だが、夏場でも商品を

いる。

れだけ風向きが変わってい

品となった。

で、ホワイトデーの人気商

て、１個１２００円ぐらい

入り口から入って右側に

る。

尺のケースがあり、生菓

の大きな比重を占める。普

格はギフトを贈る決定要因

５千円となると、単価・価

この人は１万円、この人は

ドバンテージがある。６尺

要に応えており、今も残っ

いしい商品だ。だから、需

受け取る側にも珍しく、お

持って行く時、使われる。

な先生と付く方に手土産を

「おれの菓子は、どんなシ

売り込みに行くと、最初に

が福井に出した店だ。私が

年前、高倉さん

２段のケース１台から始め

切り口になればいい。

ムになる。ギフトの１つの

ックスを作ることはアイテ

る。単価を稼げるギフトボ

ジを見ると実にそう感じ

中で大切なんだからもっと

「ショーケースは売り場の

ん」と言って帰った。今は

れる」と言われ「すいませ

ョーケースに入れたって売

のクッキーもある。洋菓子

地元の素材を使った３種類

ムクーヘンがある。ほかに

の棒茶の風味を付けたバー

た。ケーキ屋なので、加賀

観光客を相手にスタートし

に高乃倉という店がある。

ギフトのショーケースもあ

ケーキだ。チョコレートと

ルケーキとデコレーション

子がある。あとは生のホー

洋菓子屋の定番のおやつ菓

ズに生チョコサンドという

ッセ、マカロン、半熟チー

る。シュークリーム、生ブ

ュークリームが入ってい

子のプチガトー、半生、シ

らい、包装した米粉のロー

石川県の山中節を書いても

に、武田双雲という書家に

石川県産の和紙を包み紙

バーに使っている。また、

は山中温泉のお酒をフレー

品だ。ショコラドジャポン

千円で、手土産に人気の商

パッケージに入れており３

ッセージが伝わる。

これを買ってね」というメ

ーヘンで「この店に来たら

る。入り口正面のバームク

伝達する力が店舗力であ

くても、その何かを一発で

た時、店員が一言も発しな

の商品は何か」と質問をし

子シリーズの中で「メイン

西洋菓子倶楽部の焼き菓

設けた。入り口のショーケ

奧にはギフトのサロンを

に入ってこない。

も、バームクーヘンしか目

のコーナーはどこを見て

な感じで演出している。こ

２種類の詰め合わせのよう

ガトーや半生商品は集客商

かなくてはいけない。プチ

ニバーサリーを強化してい

要は、洋菓子店ならばア

ける。商品見本があり、販

額商品を売っていく方法は

か。また、ギフトである高

かに注文という形で取る

額の商品の受け付けをする。 で、バースデーケーキをい

売員が専用のコーナーで高

明確なので、雰囲気作りや、

子屋ではアニバーサリー

い。専門店の強みは、洋菓

る。それでプライスカード

通、菓子屋の５千円のギフ

ている。１万円のパッケー

屋が作る乳菓饅頭に、加賀

ルケーキだ。山中温泉発と

ギフトは、商品を明るく、

ており、さらに小さいサイ

トの箱を想像すれば大きい

の棒茶の風味をつけた番傘

を出して、値段が分かるよ

ズの３千円を出した。これ

だろう。何十枚入ったクッ

という商品もある。ショコ

１個１個の箱はどんな商品

う商品名で、栗をぎっしり

が必要になった理由は、送

が付いてくると今度はキオ

重ならないよう上下の高さ

スはほとんど１段で、箱が

だから、最近のギフトケー

のでは、絶対に売れない。

の陰になり、見えにくいも

ケースで、下の箱が上の箱

余裕がとれるので設備のア

ョンとなっている。広さに

平台、生菓子、デコレーシ

レート、オープンケース、

トのショーケースはチョコ

は横から入る感じで、ギフ

内にある。店舗レイアウト

ショコラドジャポンとい

かし

年後の今も生き続け

受け取り手に応じたギフト

をひな壇っぽくして陳列す

西洋菓子倶楽部は福井市

と敷き詰めたチョコレート

り手が何を贈るか決定する

スクや道の駅、ＳＡに広が

うにする。

ケーキがある。ぜいたくな

キーを、年配の夫婦に持っ

今の西洋菓子倶楽部のヒ

りと見せる。２段のショー

パッケージだが、５号サイ
時に、大きな要因があるか

ット商品はお饅頭とクッキ

地元産をアピール

のバースデーケーキもここ

て説明を受けられる。予約

つの要素がある。１番目に

太田

蛍光灯との違いは。

質問

ョーケースに付けたら、省

いるが、ＬＥＤはない。シ

蛍光灯に有害物質が入って

ネ効果がある。３番目は、

らいの電気使用量で、省エ

同じ明るさなら、約半分く

周りの同業者から「売れる

る。改装に合わせ、新商品

で渡している。発送の多い

蛍光灯は光の中に赤外線が

エネで熱も少ない。一番い

ショーケースにお金をかけ
になった。

を何にするか悩んだが、最

お客様もこちらで書いても

まじるので、その下に商品

いのはＬＥＤの光の下にケ

品としては重要だが、コン
た洋菓子クッキーを５百円

紙も地元産を使う。商品名

札幌のきのとやの白石本

終的にはバームクーヘンに

らう。専属の販売員も１人

を置くと温められてしま

ーキを置いた時、フルーツ

ースは「今のお勧め」とプ

で売っている。これを全日

は地元に関係ある名前を使

店がリニューアルした。真

した。日本中のバームクー

ついている。心理性のギフ

う。ＬＥＤには赤外線、紫

や生クリーム、ゼリーがみ

いうコンセプトの１本２千

買って自分で食べる商品に

空のマイチョイスが「ビジ

い、書家の人が字を書いた。

っ白の外壁タイルは茶色に

ヘンを取り寄せ、みんなで

トは、いかにこのような価

外線が含まれていないの

ずみずしく映るところだ。

ラドフランスは、３号サイ

してはぜいたくなので、買

ネスクラスのおやつに出し

全部福井産でまとめて「お

なり、イメージを一新し、

試食し、一番おいしい味に

値を高めていくかだ。エス

で、ケーキ屋ではお菓子が

り、利益の残る高収益商品

わない。今までの菓子屋の

ています。機内で買えます」

いしいものを作りました」

売り場も１・３倍になった。

近づけようと商品を磨い

コヤマ、コートダジュール

乾きにくくなる。２番目は、

ーだ。福井県のお米で作っ

５千円のギフトでは、大き

と取り上げた。取り上げら

と い う 触 れ 込 み だ。「 福 井

お客様の多くは建物の通

た。ギフトは３ｍのガラス

も同じようにギフトのショ

ギフトのサロン

なっており、お客様が座っ

ーは奥まった別室のように

ＬＥＤの効果には３

ＬＥＤ照明の利点や

質疑応答より

て、いいものを見せるとい

な箱になるので対象から外

れた要素は、福井の材料を

発で持って行って下さい」

路を通り、バームクーヘン

ケースにバームクーヘンを

ーケースの奧で、注文を受

う流れが出てきたと思う。

れる。だから、お酒、お茶、

使っていること。福井の地

で始まり、発火点は全日空

の製造工場を見つつ、右に

陳列している。大きさによ

ビニのレベルは上がり、そ

果物が５千円の予算の対象

産地消をしており、おいし

で取り上げられたこと。こ

曲がればティールーム、通

る違い、パッケージの違い、

こだけでやっていると辛

になっていた。少人数で食

いという情報が入った。取

ういうことにトライをしな

り越せば入り口になる。一

ラス定番のギフト商品を並

べきれる５千円の商品が少

り上げられると爆発的に売

いとチャンスは出てこない。

番奥はギフトになってい

べている。ギフトのコーナ

なかった。とらやの羊羹は

れる。インターネットから

西洋菓子倶楽部の別ブラ

円のロールケーキで、冷凍

それにふさわしい商品だ。

も注文が来る。西洋菓子倶

ンドで、石川県の山中温泉

して持って帰れる。

洋菓子屋にはこういう商品

楽部の中の売り上げ構成比

ズの小さなチョコレートケ

は少なかった。５号サイズ

も増えた。１つのブランド

ーキ。加賀の金箔を模した

で５千円だと高い雰囲気な

お米もパッケージに使う

ので、医者や弁護士のよう

ポイントだ。普段、自分で

る。

20

円のものは送れないから、

きのとや「焼き立てチーズタルト」

わけない」と言われた。し

10

た店で、

ズの小さいもので５千円す

ていったら「こんなに食べ

構成なのか、中身をしっか

20

られるか」となる。ここが

西洋菓子倶楽部「ショコラケース」

らだ。お世話になった人に

太田 和隆氏 （ダイヤ冷ケース株式会社）

お歳暮を贈る。みんな１万

ショーケースメーカーから見た

年前に発売した時、

12

づくり

売 れる 売 り 場
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（９） 平成26年７月15日

株式会社シー・アイ・シーでは︑クリーンドク

その②

光が照射されると外壁自体

された食品工場では︑太陽

蛍光塗料を含む塗装を施

と︑実際は開いていたりす

カウンターでチェックする

ない﹂といったドアをドア

の扉は絶対に開けさせてい

る 資 材 と な り ま す︒﹁ こ こ

開放時間と開放の回数を計

弊社独自の商品は︑ドアの

ドアカウンターといった

うなピレスロイド含有の樹

アリニックスシリーズのよ

って来る昆虫に対しては︑

臭いをたどり︑工場内に入

ように︑外部に放出される

また︑アリやゴキブリの

能になった︒

コントロールすることが可

果も確認され︑扉の開放を

は定期的に点検して︑発生

ードポイントとなった個所

ドマップを作成する︒ハザ

ような場所を調べ︑ハザー

所︑水たまりが生じやすい

渣がたまりやすいような場

て︑食品工場の図面に︑残

ドバイスが必要だ︒例とし

危険である︒

存在に気付く事もないので

虫は大抵負の走光性を示

が蛍光反射を起こし︑ある

ることが判明する︒休工日

脂製資材を︑扉の枠周りに

環境となっていないかをチ

回数と開放時間といった数

種の虫には目立った存在に

の時に出入りされる業者

設置することにより︑忌避

させて︑設置空間を虫にと

なる︒また︑ゴキブリやハ

は︑工場のルールを知らな

することが可能になる︒

より大きな捕虫器のほうが

エのように餌の臭気をさか

いことも多く︑勝手に扉を

す︒従って︑捕虫器だけに

のぼり近づいてくる昆虫の

開けて︑搬入することも多

生環境となりやすい場所を

字を見せ続けることで︑無

場合︑工場から外部に排出

いので︑こうした建具の開

調査し︑図面に落とし定点

って居付き難い空間にする

される臭気によって︑工場

放によって昆虫が入り込ん

ゴキブリ︑クモ︑ダニ︑

観測ポイントとしたほう

環境によっては捕まりやす

に虫が誘引されることにな

でいることの多い工場でド

ヤスデなどの昆虫の一部

頼るような調査の仕方は︑

る︒従って︑構内の掃除だ

アカウンターは有効に使え

は︑光から逃げる負の走光

が︑より高度な防虫のため

因となる﹂といった危害ポ

内部に発生している昆虫の

器はない︒大型の部類のハ

けでは工場全体の防虫管理

る︒外部に面するすべての

の調査になる︒

イントを定点化し︑洗い出

断で開けなくなり昆虫の侵

エは暖かいところに行く走

は難しいことになる︒この

扉にドアカウンターをつけ

性を持っている︒構内に発

となる︒定点監視の捕獲数

すことで更なる防虫体制向

入数も減少するといった効

虫が多く︑イエバエやクロ

温性という性質や︑一定の

る︒また︑昆虫は変温動物

ように外部から能動的に近

生することの多い昆虫の幼

の増減にこだわり過ぎる

ものがある︒

バエ︑ニクバエなど昼活動

角度の照射面に行く性質を

である面から考慮すると捕

づいてくる虫を避ける資材

た工場では当初︑何度も無

我々防虫業者だけで全てコ

と︑製品の品質を守るとい

い︒

している虫は︑捕虫器に捕

持っている可能性が高い︒

ワッ

虫器を熱源として考えるこ

断で開けられていた窓が︑

ントロールすることは非常

ター講習会を同社会議室で開催︑大木伸介氏︵株

まりにくい傾向がある︒こ

このため︑捕虫面に角度が

ともでき︑その場合

としては︑忌避成分となる

及びにくい天井裏や暗渠に

に困難となるのが現実であ

式会社シー・アイ・シー分析センター・技術サポ

れらの大型の部類となるハ

あり︑捕虫面が誘引灯に照

ピレスロイド系成分を拡散

いることが多いので︑本当

上につながるものと考えま

があっても素通りされるケ

徴と調査法〜﹂をテーマに講習を行いました︒

先月号より続く︒

ースが多い︒こうしたハエ

だが︑これらのハエに対し

捕虫器に捕獲され
にくい飛翔昆虫
捕虫器に捕獲される昆虫
て専門的な機能を持つ捕虫

は駆除するのが一番効率的

の多くは薄暮〜夜行性の昆

いくとネズミの棲息段階と

ケースもあるが︑そこまで

ってない子ネズミが捕まる

点では発生からかなり期間

ことにつながり気付いた時

実際の棲息数が一致しない

ほうがよい︒

虫を捕食する目的
で寄りつく動物相
虫の存在を放っておく
しては末期症状になってい

紫外線以外の誘因
要素と対策

エが食品工場に寄りつく理

射されていているようなタ
ト１灯式のものより︑２灯

が経っていることが多い︒

の生息調査のためには︑こ

った本来の防虫理念から外

す︒

ート部︶より﹁食品工場における動物相〜その特

由は光といった要因よりも

式の様な誘引灯ワット数の

兆候や心配が少しでもあっ

れてしまうことも多くな

る可能性もある︒このよう

行事予定

◎記事の問合先＝電話０

３︵３８４５︶８６２８

氏︵ 西 村 清 月 堂 ︶︑ 富 山 製

日︑第７回全菓

菓専門学校

７月

︵ネオフォビア︶をとるの

で発生する︒更に工場内の

きないが︑虫は待ったなし

〜３回くらいしかお伺いで

モニタリングにとらわれる

業が必要である︒捕虫器の

であり︑そこを重視した作

会︑講師・小柴学氏︵有限

館︑８月６日︑洋菓子講習

会︑名古屋市・愛知菓業会

加 賀 屋 相 談 役 ︶︑ 金 沢 市・

師・小田禎彦氏︵和倉温泉

記念大会︑記念講演会

工業組合青年部創立

連青年部中部ブロック
プ機能をオンオフにするこ

で︑大抵の場合︑ネズミの

会社五感︶︑同所
７月

日︑ボウリング

大会︑守山市・エース

日︑製菓技術講

レーン守山
７月

周年

講

８月７〜８日︑製菓衛

ホテル日航金沢

20

福岡市・福岡県菓子会館

生師試験準備講習会︑

福岡

24

29

習会︑講師・大政正一

富山

石川大会並びに石川県菓子
とができる︒まず︑ここで

ほうからカメラをチェック

と︑ただの昆虫観察になる︒

〜

ーがあったとしたら︑１︑

餌を摂取することを覚えさ

ＵＶの環境も少し手を加え

７月

２匹が外に出ていくレベル

せ︑トラップ内に侵入する

環境は生産体制の変更・設

れば︑虫を効率的に捕虫器

滋賀

生師受験のための講習

数と実際の棲息数が一致し

だから︑モニタリング資材

備の投入・それぞれの立場

日︑製菓衛

頼ると危険なので︑虫の発

はモニタリング定点だけに

ェックをする︒防虫の点検

この辺は︑プロ目線のア

製品や原料︑ゴミの臭気と
イプの捕虫器のほうが︑捕

を備えた動物を相手にモニ

たら︑資材の捕獲数に頼ら

る︒危ない状況があれば次

る︒工場内外の色々な場所

と︑捕食する目的でクモ︑

に定点資材に頼ると現実の

と暗視カメラの機能がつい

昔から言われているが︑

モニタリングの実
施現場が陥りやす
い注意点

負の走光性を持つ
昆虫

いった要因により誘引され
獲しやすいといった面があ

タリング資材の捕獲数だけ

ういう資材を使い調査を行

月の点検まで待たず︑業者

ゲジ︑ヤスデ︑ネズミなど

生息実態を見逃すことに陥

ている︒天井裏に置いた場

防虫業者だけが頑張っても

防虫の本来の目的は異物

にくい動物は多くいる︒特

の捕獲数と現実の生息数は

しに来る︒この特徴を知っ

の人間によるそれぞれの思

混入のリスクを減らすこと

にクマネズミの場合︑警戒

行動を習慣づけてからトラ

た上でトロフィーカムを使

る︒防虫業者は１か月に１

うまくいかないことがあ

合︑クマネズミは警戒心が
強く︑縄張り内で初めて見

心があり︑学習もする︒従

一致しないことになりやす

用すれば︑モニタリング資

るものに対し高い警戒行動

をつかみ﹁ここが危ない要

るので︑移動途中に捕虫器

捕まりにくい︒警戒心を持

で調査をすると︑捕獲数と

ずにプロに調査を依頼する

に連絡することにより︑よ

の動物が寄ってくる要因と

りやすい︒ゴキブリも餌と

メラ資材は︑動態センサー

もなるので注意が必要と考

ラットルームという捕獲

ねずみ捕獲・観測
資材

況であれば︑あまり外に出

システムは︑捕獲のトラッ

住みかが確保されている状

えられる︒

捕獲数と生息実態

匹くらいのコロニ

来のモニタリングシステム

ップの機能をオンにする

に向かわせることが可能と

と︑餌場と習慣づけられた

なり︑昆虫の異物混入リス

い︒アリは社会性の昆虫で︑

惑によって著しく変化し︑

クを低減させることも可能

ここは危ないという場所と

最終的には工場内の防虫環

は︑定点にネズミの捕獲シ

材への捕獲はゼロであって

境にも影響する︒これらを

ートを設置し︑点検を行な

も︑棲息実態があることが

ネズミが入り繰り返し捕ま

わかる︒ネズミは人の手が

して認識すると︑迂回され

トロフィーカムというカ

っていくが︑学習能力を持

ない︒

30
えられる︒

モニタリング資材の捕獲

石川

るだけとなる可能性もあ

25

る︒このように様々な特徴

24
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っているため︑定点で粘着

愛知

経営陣・工場・防虫
業者連携の必要性

うことは実態を知る上で非

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）

常に有効である︒

〜その特徴と調査法〜

を見て︑その工場毎のクセ

食品工場における動物相

りよい防虫管理ができる︒

クリーンドクター講習会

シートを置いていると当然

30
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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

ぱりしたくなるので︑それ
をガリガリ君に置きかえら

ショーで販売した︒びっく

甲信越ブロック埼玉大会で萩原史雄氏︵赤城乳業株

え︑﹁ガリガリ君のマーケティング戦略﹂をテーマ
りしたことは︑一番売れた

れないかと︑東京ラーメン

に公演を行いました︒
商品がガリガリ君で︑５人

式会社営業本部マーケティング部次長︶を講師に迎

先月号より続く︒

ションパッケージで︑アイ

映画ポケモンのコラボレー

た︒ゲームのモンハン３や

ものとコラボレーションし

国民レベルの大きな話題の

子供たちに人気のもの︑

った︒

リガリ君のキャラバンが回

た︒震災後には︑東北でガ

ように全国で地道に行っ

山でのアイス横丁︑という

タイアップ︑大阪では天保

の展覧会︑九州では映画の

ルコとは全国でガリガリ君

で埼玉県とタイアップ︑パ

地方イベントは︑アニメ

むとスキーの後︑ガリガリ

ャンペーンをした︒申し込

後にガリガリ君﹂というキ

タイアップして﹁スキーの

している︒また︑ＪＴＢと

ーメンの後にはアイス﹂と

ばいいと︑今は店頭でも﹁ラ

ラーメンと合わせて売れれ

スを売るのは厳しいので︑

に１人が食べた︒冬にアイ

２０１１年の活動

スを食べる人を増やしてい
く活動だ︒ガリガリ君は
君がもらえる︒

その③
年間して

して好きになってもらう︒

ない人に食べてもらう︒そ

な何かしてくれると期待し

いない︑守っている︒みん

ガリガリ君の開発は攻めて

一 言 が き っ か け だ︒﹁ 夏 の

位の話題だった︒テレビも︑

フェイスブックの拡散も１

得した︒また︑ツイッター︑

トップニュースも︑７回獲

女性ともにこの層を取り込

テンに入っている︒男性︑

２０１１年になるとベスト

２００７年に圏外だったが

きた︒女性も高齢者の方は

すぎておもしろくないと︑

れた︒ガリガリ君がまとも

義務があると思う﹂と言わ

ジしてほしい︒その責任・

何か新しいことにチャレン

ている︒ガリガリ君だけは

販 売 休 止 に な っ た︒﹁ ガ リ

売れてしまい︑最終的には

は納品したものがその場で

た︒さらに︑９月６︑７日

に入り︑大きな話題になっ

ほとんどの情報番組が取材

こうしたことを

んだ結果となった︒

ガリガリ君の梨は幻のア

ロイズとのコラボレーショ

味だ︒もう１つは北海道の

したのがコーンポタージュ

れた︒買ってやろうと誕生

バイヤーからけんかを売ら

スクープ記事だ︒

が起きたのが︑週刊女性の

その後にあり得ない現象

線内のニュースに流れた︒

ついに欠品﹂が東海道新幹

ガリ君コーンポタージュ味

新しい味にチャ
レンジ

イスと言われたが︑２０１

ンで︑生チョコを使ったガ

代

２年夏は２・３倍くらい伸

リガリ君のカップアイス

ガリガリ君の味は何だろ

の女性が読む雑誌に﹁次の

︑

び︑ツイッターのランキン
グで﹁ガリガリ君の梨が発

万円

億本︑３年かけて３億本︑

突破︑その後７年かけて２

る︒これを目指してきた︒

なると３番目に入ってく

いなかった︒２０１１年に

とんどガリガリ君を食べて

萩原

企業理念は﹁異端で

たのかは︑あるバイヤーの

コーンポタージュ味を作っ

大きな出来事だった︒なぜ

ージュ味は︑２０１２年の

ガリガリ君のコーンポタ

与えたが︑こうしたチャレ

は会社に億近い損害を２回

を持たせる︒私も若いころ

味一色になった︒ヤフーの

年９月はコーンポタージュ

た大きな現象となり︑一昨

そうしたら︑アイスを超え

スコミに向けて発信した︒

でニュースリリースし︑マ

た︒これもあり得ないこと

の後にシチュー味を発売し

萩原

に４億４千万本を突破した︒

った︒２０１２年は最終的

が興味を持つニュースにな

リ君を作ったが︑その世代

は︑あずき大福味のガリガ

う﹂と掲載された︒この時

冬には︑ガリガリ君を食

だ︒お金がないので

イス︑ラーメンの後にはガ

２０１１年には年間３億９

ガリガリ君を食べたことの

あれ﹂だ︒赤城乳業のライ

だが︑競合企業の江崎グリ

周年で︑ポケモンキャンペ

売される﹂が第１位の話題

リガリ君﹂という︑現在ま

千万本まで伸びた︒おもし

様の視点と正直に向き合う

バルは超巨大な企業で

コとコラボしたクレアおば

なり︑広告宣伝効果は５億

終わりに

者ではなく︑横断型のプロ

になった︒

で続くキャンペーンを行っ

ろい現象では︑よく食べる

姿勢があれば︑大丈夫だ︒

ンジさせてくれるところが

さんのシチューで︑話題に
勝てない︒当たり前の商品

歳以上の男性がほ

た︒濃い味のラーメンの後

めのネタや気づきを掘り下

また︑ガリガリ君はツイッ

倍︑１００倍の資本で︑優

また︑ガリガリ君は専門

赤城乳業の特徴だと思う︒

アイスランキングで２００

ジ︒節電対策ではタカラト

に︑なぜか炭酸飲料でさっ

げてみる︒しょうもないこ

秀な人間もたくさんいる︒

だと思うが︑本当にリアル

７年は

ミーとタイアップして﹁ガ

ともっと嬉しい︒今回はシ

との発想が基本になってい

ターやフェイスブックで人

その中で同じことをしても

動かなければならない︒い

５千万まで到達した︒しか

年かけて１億本を

リガリ君をかき氷にして食

チュー味とか︑しょうもな

気の商品になっている︒コ

ガリガリ君の販売本数の

べよう﹂というグッズや氷

い味も出しているのだが︑

る︒今もしている０円企画

ーンポタージュ味がいい例

タオルを作った︒

アイスを買わないお客様
とにかく話題を作ってアイ

で︑低予算でできることを

ガリガリ君のアイデアを

し︑コーンポタージュ味の

コーンポタージュ味

を︑アイス売り場に集める

考えると︑結局︑自分から

に大きなコラボレーション

ジェクトチームで︑各部署

時はわずか１週間でそこま

から人を集めて作って行
歳

企画やプレゼン︑大企業の

く︒現在の平均年齢は

やり方をそのまま持ち込む
と︑社長や専務から﹁おま

なネタを置いて︑そのしょ

などに突っ込んでもらうこ

うもないことをツイッター
と︑その会話の中からヒン

ろいろな場所に行って︑人

円で買える超

と会うしかない︒人と会う

を買わない人が買いに来
リガリ君は

い︒食べてもらったらもっ

日常の商品だ︒普段の生活

トが生まれていく︒うまく

０１３年まで︑ガリガリ君

とをした︒おかげさまで２

はうちのやり方でするしか

病 か ﹂ と 怒 ら れ る︒﹁ う ち

えは広告代理店か︑大企業

質問

ジェクトチームだ︒

は２ヶ月かかった︒同じや

り方ではちょっと厳しい︒
の売り上げは伸びている

岩手県から来たのだ

いくと︑その人の紹介つな

ヒットにはなったが︑大ヒ

がりにより︑ネタが大きく

が︑コーンポタージュ味を

の中でアイスを食べるシー

ない﹂と言われる︒知恵と

ン︑売り場に関連づけるた

が︑あくまでも食べたこと

味を超えるやり方を考えて

なる︒また﹁共

いる︒３月にしょうもない

ットにはつながらなかっ

ジャーではなくて︑マイナ

商品を出す︒それは三匹目

た︒今はコーンポタージュ

ーなコンビニエンスにある

子供にせがまれ︑宮城県ま

かが︑当社のＤＮＡになっ

という噂が広がっていて︑

のどじょう商品と思って︑

で買いに行った︒それもメ

ている︒もう１つの特徴は

田舎の商店を回った︒あれ

食べていただければと思う︒

汗でほかの競合企業がしな

若手に権限を持たせるとこ

ほど売れたのに今後は作る

いことをどうやってするの

ろだ︒若い奴のほうが突拍

予定はないのか︒

のないお客様に︑食べても

質問

子もないことを言う︒それ

らって︑増やしていきたい︒

える化﹂を読ませていただ

に関しては︑若い奴に責任

カーとお客様

で︑話題を一

いた︒社員が何でも言える

質疑応答より

緒に作り︑巻

社風を紹介して欲しい︒

御社を紹介した﹁言

き込みながら

は対等の関係

進める︒お客

創﹂で共に作

と嬉しい︒ガリガリ君を買

で︑８名のメンバーでプロ

32
ること︒メー

って食べてもらったらもっ

60

ガリガリ君リッチコーンポタージュ

で到達したが︑シチュー味

る︒買ってもらったら嬉し

どう出すのかだが︑普段の

推移は

60

ス売り場に人を集めようと

べるシーンを増やしていこ

50

生活動線の中で考える︒ガ

うと﹁ラーメンの後にはア

10

活動してきた︒

ーン︑日本代表チーム︑交

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）

プラットフォーム戦略をし

通広告で駅伝のパッケー

マーケティング戦略

ている︒実際︑ガリガリ君

30

ガリガリ君 の
50

をして話題を作り︑アイス

30

19

30

第904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）

（11） 平成26年７月15日

東京製菓学校 和菓子課

水………………………適量

白並餡…………１０００ｇ

〈白中割餡〉

薄力粉……………２００ｇ

晩冷蔵庫で寝かせる

させるように貼り付け、一

７．ビニールを生地に密着

ね上げる

６．薄力粉を加え生地を捏

す。ただ口溶けに関しては

がきれいに焼き上がりま

ざり合い、焼き上がりの肌

って配量の材料が完全に混

は、生地を寝かせる事によ

・一般的には、「宵捏ね法」

〈作業上のポイント〉

いを説明しながら、紹介し

があります。それぞれの違

行い仕上げる「宵捏ね法」

を少量ずつ加え、混ぜる

１．器に上白糖を入れ、卵

〈製法〉

刻み栗……………３００ｇ

〈その他〉

ｇ

８．次の日、ミキサー（フ

「即捏ね法」の方が良いと

今回は焼き菓子の中で最
ていきたいと思います。

水飴……………………

ック）の中に入れ、生地の

言われています。また、両

〈生地配合〉

氏

腰を切る（麩切り）＊生地

方の利点を生かしたいと考

もポピュラーな栗饅頭の紹

笹野 浩之

を指で押して、押した跡が

介です。焼き菓子の製法に
２．蜂蜜、水飴を加える

栗饅頭（宵捏ね法）

残る位まで。また色も白っ

え、薄力粉を寝かせる前と

卵（殻付）………１９０ｇ

大切だと思います。

ぽくなるまで。

は、生地を作り直ぐに包餡

ｇ

後に分けて加える事もあり

餡

ます。どちらにせよ、キッ

３．湯煎にかけて、砂糖を

ｇ

９．包餡し、上火１８０度

上白糖……………２００ｇ

＊生地

下火１５０度のオーブンで

蜂蜜……………………

溶かす

・焼成を行い、品を仕上げ
ｇ

る「即捏ね法」と今回紹介

却する

チリと麩切りをすることが

５．水溶きの重曹を加え冷

焼成する

ごしをする

４．目の細かいふるいで裏

水飴……………………
重曹……………………５ｇ

ｇ

する生地を作り一晩寝かせ
て、次の日に包餡・焼成を

30

80

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

栗饅頭
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