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食品表
中小菓子製造業の要望反映を
示基準

ない食品についても、これ

塩味を有すると受け取られ

の誤解を招き、商品の味が

かかわらず使用していると

食塩を使用していないにも

食塩相当量とした場合、

分析する能力は持っておら

中小企業は自社で商品を

【理由】

していただきたい。

が責任をもって整備、開発

及び計算手法については国

必要となるデータベース

なっている。合理的推定に

までのナトリウム量の表示

てしまう。問題はナトリウ

ず、外部に委託すると多額

い。「 た だ し 当 該 製 品 の 製

に変えて食塩相当量の表示

ム量であるので、食塩を使

必要となるデータベースに

に代わることから、食塩を

用していない場合にはこれ

造に食塩を使用していない

使用しているとの誤解を招

の費用（季節商品を含め数

整備及び推定方法の開発は

き、商品の味が塩味を有す

までの表示を認めていただ

十品目を製造）を要するこ

民間ベースでは困難である。

して、消費者庁に意見を提

ると受け取られてしまう。

きたい。

場合には、ナトリウム量の

見が提出されれば、基準策
出していただくように要請
【意見】

表示とすることができる」

定に当たり、農林水産大臣
した。

【意見】

提示されている基準（案）

が総理大臣から協議を受け

【理由】

については、中小菓子製造

た際の主張の後押しにもな

るが、今般、新たな「食品表示基準（案）」が作成され、パブリックコメント
に付された。全菓連では①ナトリウム量の表示、②栄養成分表示の義務化に伴
う環境整備、③製造所固有記号、④栄養成分表示の義務免除事業者、⑤容器包
装の面積、⑥栄養成分の推奨表示について意見を提出した。

提示されている基準（案）

る。個々の企業は勿論のこ

「原則として同一製品を

【意見】

者としていずれか一つを記

の負担に配慮して表示責任

米国、ＥＵなどでも事業者

営努力に負担を課するもの

が、提示案は中小企業の経

単一の工場で製造している

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。

製造所固有記号の使用などを意見提出

業界の立場でみると以下に

の問題点と全菓連より提出

と業界団体においても必要

なデータベースの整備及び

計算手法の開発は不可能で

栄養成分表示の義務化に伴う環境
整備について
値を表示する方法が認めら

載が義務化されている。

二以上の製造所で製造して

ととされている。

複数の製造所を持つ大手

加賀で育って76年

消費者庁では食品表示法の成立に伴い、食品表示法施行への準備を進めてい

記述する問題点があると考
る。このため、全菓連では
した意見及びその理由は次
の通り。

とになり、経営の重荷にな

えている。しかし消費者庁
各都道府県菓子工業組合理
事長並びに傘下組合員に対

（問題点）

あり、制度を運営するため

に不可欠な環境整備として

ナトリウム量の表示

栄養成分表示の義務化

国が責任をもって対応する

れている。

は、環境整備の状況を踏ま

必要がある。

栄養成分表示について

え法の施行後５年以内を目

託製造先は季節等により変

企業以外は固有記号が使用

であり、公平性の観点から

ースを整備し、消費者がい

載すればよいことになって

つでも情報を得られるよう

い る 場 合 に あ っ て は、」 を

掛けるのは問題がある。輸

にすれば行政目的は勿論、

できず、表示責任者に加え

食品衛生法で両方の記載

入品については製造者では

消費者の要望にも十分応え

も問題が大きい。

が義務付けられていたの

なく輸入業者とされている。

ることが出来るのではない

いる。国際的にも行われて

は、食品衛生事故が発生し

中小企業は現行制度のも

か。消費者の利益と事業者

削除していただきたい。

た場合に適切な対応を行う

とで、例えば複数の製造者

制度の管理に問題がある

ための行政目的によるもの

が単一の販売者から詰め合

のであれば、国がデータベ

である。しかしながら、食

の負担のバランスを考慮し

いない制度を無理に導入

品表示責任者の名称及び住

わせ商品の製造を受託し、

し、事業者に過重な負担を

所と並んで製造所の名称及

２面に続く。

ていただきたい。
示（詰め合わせの種類、委

代表受託者が詰め合わせ表
事業者の負担が大きくなり

び住所を記載させることは

【理由】

は、商品の科学的分析によ
り得られた数値を表示する

指しつつ実施されることと

動）するなど、厳しい経営

を

原則的な手法以外に合理的

すぎることに配慮し、製造

環境に対応してきている。

むナトリウム量に２・

な推定によって得られた数

所固有記号制度が設けられ

複数の工場を持つ大企業と

（問題点）

以下の記述を追加された

の立ち位置からすれば現行
（案）通りに決定される可
能性が高い。中小菓子製造
業界の要望を可能な限り基
準の策定に反映させるため

製造者に関する事項も記載

たものと理解している。

異なり中小企業は基本的に

乗じて算出）で表示するこ

製造過程で食塩を使用し

しなければならず、単にコ

消費者庁の資料によれば

義務化される栄養成分の

製造所で製造している場

ストがアップするにとどま

コーデックスはもちろん、

には、その問題点を出来る

合」を除き表示責任者の記

らず経営上様々な差し障り

うちナトリウムの表示が、

載に加え、製造所又は加工

が生じることが懸念される。

食塩相当量（当該食品が含

所の所在地及び製造者又は

だけ多くの意見として提出

号 制 度 が 改 正 さ れ、「 原 則

加工者の氏名又は名称の記

する必要がある。多くの意

として同一製品を二以上の

製造所固有記号について
（問題点）
これまでの製造所固有記

九州ブロック会議の会場近く、宮崎市役所前の橘の木（上）
とその果実（下）、２面に関連記事

まんまろん

あんてぃらみす

花豆マフィン

サンプル･案内書送ります。
電話･FAXお待ちしています。

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

本格的カステラ
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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

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…
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（１） 平成26年８月15日

食品表示基準（案）の問題点と

１面より続く

し現状でも極めて小さな活

義務付けられている。しか

い個所に表示する」ことが

うに当該容器包装の見やす

とされている。しかし、提

とすることが適当である」

かるのであれば、適用除外

な事業者に過度の負担がか

易課税事業者とすべきでは

り、バランスの点からも簡

除、簡略化されるものであ

担に配慮してその一部が免

均衡を図っていただきたい。

得る利益と事業者の負担の

能性を十分検討し消費者の

する以上、当事者の実行可

れてないが、これが推奨と

しているもの以外は表示さ

物繊維については強調表示

これまで飽和脂肪酸、食

ートル」に変更していただ
装（容器包装が小売のため

条においては「二

容器包

据え置かれているが、第八

かわらず、省略基準面積が

であれば、消費者により見

務表示事項を増加させるの

がますます進行する中で義

たものがみられる。高齢化

の都合で折り重なったりし

あったり、印字部分が包装

字で高齢者には判読困難で

族経営」には該当しない。

であり、報告書のいう「家

がら営んでいるような経営

齢の夫婦が年金を受給しな

難であり、実態としては高

下では後継者の確保すら困

示案の課税売上一千万円以

業者が対応困難であり、廃

提示案では多くの零細事

して妥当と考える。

示されており、家族経営と

養表示調査会の中間報告に

従業員規模については栄

販売を伴わないサービス事

兼業農家が含まれ、商品の

この中には約２００万戸の

割を占めるとしているが、

業者に上り、全事業者の６

の免税事業者数が５０９万

消費者庁の資料では消費税

上義務表示と変わらないも

から表示を要求され、事実

り、大手小売等の取引業者

務が課されていることもあ

ければならない」と努力義

極的に推進するよう努めな

された場合には「表示を積

当該包装）を開かないでも
面積の拡大が必要と考える。

やすい表示となるよう基準

しては、経営の継続を前提

配慮すべき家族経営の姿と

れかねないと危惧される。

業もしくは法律違反を迫ら

品業界に於ける家族経営の

業者が多く含まれるなど食

のになる可能性が高い。

（問題点）

容易に見ることができるよ

ないか。

きたい。
に包装されている場合は、

全菓連より 提 出 し た 意 見 及 び そ の 理 由

義務表示事項が増加して
【理由】

容器包装の面積について

いるにもかかわらず、その
今回の改正により、義務

の項目も表示することにな

んど行われていないこれら

加え、データの整備がほと

栄養成分表示の義務化に

表示事項が増加するにもか

基準としては不適切。

平方センチ

法律で罰則を付して義務に

栄養成分の推奨表示について

に親世代に後継者世代が確
保され、パートを含めた少

栄養成分のうち飽和脂肪

からは表示を要求され事実

り、大手小売等の取引業者

り、消費者の得る利益との

な負担を強いることとな

数の従業員と、これに見合

酸と食物繊維が義務ではな

仕入れに係る消費税額の控

が確保される経営ではない

バランスが取れないのでは

ると中小零細事業者に過重

か。この売り上げについて

上義務と変わらないものに

ないか。

が課せられていることもあ

は正社員及び正社員に準じ

いものの「推奨」という新

なる可能性が高い。

（問題点）

た労働形態である従業員五

も、多くの場合季節商品を

たな位置付けがされている。

う売り上げ（五千万円程度）

者はほとんど存在しないに

含め数十品目を製造してな

除の特例を受ける事業者又

第三十七条第一項において

表示を省略できる容器包装
の基準面積（
メートル以下）が据え置か

表示事項が増加するにも

れている。

栄養成分表示の義務免除事業者に
ついて
もかかわらず、多くの事業
人以下の事業者が販売する

んとか確保している。

かかわらず、表示省略基準

栄養成分表示の義務が免

もの」

（問題点）

者が対応困難なまま義務を

【理由】

面積が拡大されないと実際

除される「家族経営のよう
課せられることになる。

の表示が困難なばかりでな
く、高齢化が進む中で消費

【意見】

いては従来通り任意表示と

従って、これら事項につ

な零細な事業者」の基準と

【意見】

して消費税の免税事業者

本条は削除していただき

する組合員には契約した上

いたい、各県の負担額の根

に経費の節減に努めてもら

な組合でも参加できるよう

ているものの「表示を積極

でレシピを渡して製造でき

拠、期間の短縮の可否など

免税事業者は消費税の納

る よ う に す る（ 福 岡 ）、 宮

食品表示一元化検討会報

崎支部が宮崎市などと協力

規定を次のように変更さ

化による後任確保問題、和

していただきたい。

菓子講習会の実施などでし

たい。

消費税軽減税率への対応な

【理由】

どを中心に状況報告が行わ

的に推進するよう努めなけ

会議後は鳥羽のホテルに

の質問、要請が出され質疑

ればならない」と努力義務

会場を移し、和やかに懇親

年度から実施してき

税が一切免除されるのに対

に決定したことを報告する

して

し、食品表示は事業者の負

とともに、菓子博は大変注

たが、各県独自のものとし

告書においては「例外とし

り多くの負担をお願いした

れました。これに対し、栄

て、家族経営のような零細

い、また現段階では基本構

会が行われました。

消費税法（昭

明が行われました。各県か

目される大きな催しで地元

れたい。「五

らの報告は各県組合の活動

想（案）であり、今後全国

和六十三年法律第百八号）

義務ではなく推奨とされ

者に分かりやすい表示とは

（課税売上げ一千万円以下）

ならない。
【意見】
が採用されている。
この基準に該当する事業

「三十平方センチメート
ル」を「五十平方センチメ

状況、組合員数の動向、後

菓子業界だけでは開催困難

への経済効果も大きいが、

祈願して神宮外宮、内宮に

翌日は、菓子博の成功を

っても消費者からなぜ表示

養表示の義務免除業者とな

体 商 標 の 申 請（ 長 崎 ）、 く

ては、桃カステラの地域団

ィーツプロジェクト」が本

た「みやざきテゲウマスウ

ク長より、これからブロッ

が行われました。堤ブロッ

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

三重菓子博の基本構想を説明
中部ブロック会議開催される

のブロックで説明し、色々

継者確保問題、組合費の徴

ご意見を頂いてより良いも

収問題、青年部活動の再活

クで相談しながら九州は一

連、県組合だけでなく組合

年三月をもって終了したの

日、全菓連中部ブ

まもん最中は組合の活動資

のとして行きたいとの説明

していないのかと問われた

性化など多くの事項が報

正式参拝するとともに、外

員からも意見を提出する必

な面があり、人的にも財政

回全国菓

体として伊勢菓子博の成功

的にも行政当局の特段のご

に協力する方向で対応して

支援を賜りたい旨要請いた

で、今後これをどう引き継

がありました。各県組合か

いで行くかを検討している

らは、経費負担はできるだ

金になっている、いきなり
告、意見交換が行われまし

団子の地域団体商標登録に
た。

場合、表示義務が無いから

要があり、後日具体的にお

とは言えない。中小事業者

願いするので対応願いたい

宮の神楽殿にて神楽の奉納

子大博覧会の会場となる三

を行いました。

重県営アリーナの会議室で

しました。

いきましょうとの取りまと

け軽くしていただきたい

（宮崎）などの報告が行わ
三重県菓子工業組合岡理

再 挑 戦（ 熊 本 ）、 青 年 部 と

との説明が行われました。

も対応できるように全菓連

開催されました。

日～９月

茶羊羹でギネス登録に挑

長の協力要請と基本的考え

三重県菓子工業組合岡理事

伊勢菓子博については、

会場を移し、和やかに懇親

その後同ホテルの別室に

もって会議を終えました。

業組合田口理事長の挨拶を

次回開催地の大分県菓子工

めが行われました。最後に

戦、成功、７月

方の説明の後、準備委員会

会が行われました。

れました。

学生で

なものを示してもらいたい

７日佐賀県立博物館で「森

浜田委員長（同副理事長）

（一面に、会場近くの市役

メートルの佐賀抹

としてガイドラインのよう

との要請があり、全菓連よ

永太一郎生誕１５０記念

から基本構想及び各県組合

所前にあった橘の木と果

•••••••••••••••••••

りは、他の菓子団体とも協

展」を開催している（佐賀）、

に対する協賛金などの要請

議事に入りました。平成

７月

日、宮崎市の宮崎

九州ブロック会議開催される

食品表示基準
（案）
の状況報告

力して栄養表示の指針にな

県の補助を受けて県を代表

が行われました。これに対

子博の成功に向けて協力し

るようなものを作成するべ

する菓子の開発に２年がか

ていきたいとの意思が表明

本県菓子工業組合理事長）

く相談しているとの説明が

りで取り組んできたが、県

実の写真を掲載していま

全国菓子大博覧会・三重の

による主催者挨拶及び大窪

次いで各県組合より状況

ありました。

し、各県からは新しい時代

す）。

感の緩和対策であり、事業

全菓連理事長の挨拶の後、

に合った博覧会のあり方を

部ブロック長（静岡県菓子

観光ホテルにおいて平成

堤ブロック長を議長として

が開発したイチジクの新品

検討するべきだった、小さ

されました。

年度の全菓連九州ブロック

種「とよみつひめ」を使っ

基 本 構 想（ 案 ）、 及 び 各 県

事長、山本専務理事、岡三

会議が開催されました。会

報告が行われましたが、主

た菓子が５種類完成、希望

者の基本的な立場は軽減税

重県理事長、濱田準備委員

なものは組合員数の動向、

工業組合理事長）及び大窪

褒賞等について質疑が行わ

長が鈴木英敬三重県知事、

議事が進められました。

後継者問題、支部長の高齢

なお、同日午前中には大

れました。その中で、三重

最初に全菓連より、食品

窪全菓連理事長、杉山副理
かれているというものであ

県側からは、各組合の負担

議は宮崎県菓子工業組合佐

表示基準（案）への対応、

組合の負担金案等が説明さ

ること及び与党税制協議会

藤理事長による歓迎の挨

れ、その内容、積算根拠、

年度決算報告・了承に次い

の線引き案では品目間の不

鈴木健一伊勢市長を県庁、

拶、堤九州ブロック長（熊

率が導入されれば事務が煩

で、全菓連より食品表示基

金は全国平均では１５０万

市役所に表敬訪問し、次回

雑になることから意見を聞

準（案）については中小菓

公平があることを踏まえ自

菓子博が伊勢市開催に正式

全菓連理事長の挨拶の後、

子業界にとって幾つかの問

円であるが、中部の各県は

全菓連

回

が、開催ブロックとして菓

７月

〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目18番２号 タツビル
電 話 03（6673）4333（代）／FAX 03（6673）4568
ＵＲＬ http://www.jbcm.or.jp http://www.mobacshow.com
E-mail mobac@jbcm.or.jp

開催ブロックなので平均よ

員会濱田委員長より第

事長及び三重菓子博準備委

ロック会議が第

〃
〃
〃
常務理事･事務局長

民党の政調事務局にメール

関しては、低所得者の重税
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で意見を提出したなどの説
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事長の歓迎の挨拶、杉山中

日本製パン製菓機械工業会

題点があるのでパブリック

三重県菓子工業組合岡理
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また、消費税の軽減税率に

全菓連
コメントについては全菓
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第905号

なと思うお菓子を教えてく

Ｑ：あなたがあったらいい

ップスカレー味。

増やしてほしい！ポテトチ

合うポテトチップスの味を

飲み物は必ず紅茶。ケーキ

紅茶：ケーキを食べる時の

いしいチョコ。

コーヒー（ブラック）でお

食べる時、コーヒーを飲む。

コーヒー：チョコレートを

※お菓子と飲み物

○実際の回答から

もの』にこだわり

み物』や『甘いものと辛い

Ａ：こだわり『お菓子と飲

な食べ方を教えてください。

る際のこだわりやユニーク

Ｑ：あなたがお菓子を食べ

ち。

コラボ商品。スイーツおせ

かし。いろんなメーカーの

その他：自分でデコれるお

を楽しめるあめ。

め。本格的なスイーツの味

しいと思っています。

でなく、粉をねり込んで欲

・甘いチョコ系としょっぱ

して食べる。

の→あまいものとくりかえ

・あまいもの→塩からいも

１セットで食べる。

・甘い物＋しょっぱい物で

ものを両方準備すること。

・甘いものと塩っ気のある

べる。

あるものを１種セットで食

・甘いものを１種。塩気の

つも買っている。

ものを食べる。セットでい

・甘い物を食べたら、辛い

いお菓子でしめる。

・甘いお菓子のあとはから

い物と交互に食べます。

・甘いものの次はしょっぱ

のの２つを必ず食べる。

・甘いものとしょっぱいも

※甘いものと辛いもの

いお茶。

茶を飲みます。和菓子と濃

緑茶：和菓子の時は必ず緑

は絶対炭酸系が◎。

やわらかくなったところを

グミ：グミを火であぶって

紅茶に溶かす。

いっしょにたべる。飴玉を

あめ：ほかのあじのあめを

て食べるとサイコー。

にソフトクリームをのっけ

ャム

せんべい：おせんべいにジ

して食べる。

マシュマロをいれてレンジ

べる。クッキー２枚の間に

ンポタージュにひたして食

クッキー：クッキーはコー

る。

くだいてサラダにふりかけ

絶品！！ポテトチップスを

テチをくだいてまぜ込むと

ポテチ：バニラアイスにポ

コをかける。

乗せてチン！おもちにチョ

チョコ：チーズにチョコを

※お菓子の種類別

○実際の回答から

方。

ひと手間かけた様々な食べ

ユニークな食べ方。

トを牛乳にひたしてバター

で焼いて食べる。ビスケッ

クチョコをのせてオーブン

加熱：食パンの上にブロッ

食べる。

ョコビスケットは冷やして

庫で凍らせて食べます。チ

冷却：チョコレートは冷凍

にハチミツをまぜるととて

トを混ぜて食べる。プリン

リアルとアイスとヨーグル

まぜる：パイをくだいてシ

クッキーを食べる。

る。コーヒーに浸しながら

ットを牛乳にひたして食べ

ひたす：クッキーやビスケ

たしてふりかけに。

くだいて、青のり、ごまを

しいです。ポテトチップを

てフライの衣にすると美味

くだく：せんべいをくだい

つはがして食べます。

クーヘンは外側から１枚ず

はがしつつ食べる。バーム

ームクーヘンは、キレイに

はがす：ロールケーキやバ

※お菓子の食べ方別

その①

事で疲れた僕のいやし。疲

ださい。

には紅茶。

いせんべい系を交互に食べ

たべる！グミとヨーグルト

全日本菓子協会では、昨年に引き続き２０１３年

れた体と心をいやすもの。

Ａ：機能性や新しい味など
クッキー：あんこ入りクッ

牛乳：ドーナツには牛乳。

ています。

出した。結果は次の通り。

くれるもの』

しであり、心を幸せにして

Ａ：私にとってお菓子は『癒

か。

子を一言でいうとなんです

Ｑ：あなたにとって、お菓

てくれるもの。最大のスト

％）： ス ト レ ス を 解 消 さ せ

７、ストレス解消（３・４

ばったことへのごほうび。

自分へのご褒美。１日がん

６、ごほうび（３・９％）
：

の楽しみ。

毎日のお楽しみ。１日１回

○実際の回答から
レス解消法。

和菓子・洋菓子を選ぶと

な感じにする。

１、 癒 し（ ９・ ５ ％）： 仕

小売り業店頭

５、 楽 し み（ ４・ ９ ％）：

応募総数は１９４，９６３で、１千通を無作為抽

た。

ットや和洋菓子店で、お菓子のアンケートを実施し

大に役立てることを目的に、全国のスーパーマーケ

度もお菓子及び砂糖の正しい理解を啓発し、需要拡

２、 幸 せ（ ８・ ５ ％）： 甘

キー。甘々でチョーおいし

カステラは牛乳ですね。と

・甘いお菓子の後はしょっ

きの基準として最も多かっ

チョコレート。甘いけど低

門店」が最も多く、全体の

たものは「味がよい」で、

カロリーなチョコレート。

６割に達します。次いで「ス

二番目が「品質に見合った

４、元気（５％）
：元気の源。

和菓子や洋菓子を購入す

ーパー」「コンビニ」「百貨

価 格 」、 三 番 目 が「 見 た 目

安らぎ、元気、やるきをも

分間舐められるあ

くてシアワセになれるも
様々な要望

いと思います。小倉トース

いうか何にでも牛乳かも！

をのせてオーブンで焼く。

る店を決めている人はほぼ

店」と続きました。通販や

がきれい」となりました。

べい。ごまセンベイはつぶ

団子など」が最も多く「桜

半分に達し、決めている人

ネットショップは、ほとん

価格については「価格が安

ポテチ：大人向けのお酒に

餅 な ど 季 節 の 生 菓 子 」「 饅

の９割が「２～３軒に決め

ど利用されていません。

らうもの。

あめ：

の。幸せのモト。

チョコ：夏にバックなどに

○実際の回答から
ト味のビスケット。モンブ

炭酸：ポテトチップスの時

を一緒にまぜてたべる。

他３・２％。

頭」が続きました。好きな

ている」と複数店舗を回答

Ｑ：和菓子・洋菓子を選ぶ

い」もあるものの、単なる

もおいしいです。

３、 心（ ７・ ３ ％）： 心 が

ラン風味のクッキー。

ぱいおせんべい。

和菓子・洋菓子の購入は「専

洋菓子は「ケーキなど生菓

し て い ま す。「 特 に 決 め て

ときの基準は何ですか（複

安さよりも品質とのバラン

しょうゆおせんべい

和む食べ物。心も体も豊か
入れても溶ける心配のない

せんべい：しけらないせん

はコーラーです！ポテチに

４％、無回答０・４％。

子」が最も多く「シューク

いない」も５割近く存在し

数回答）。

好きな和菓子は「大福・

リ ー ム な ど 」「 チ ョ コ レ ー

ます。

Ａ：味が良い

菓子がお好きですか（複数

中９・２％、饅頭 ・９％、

ト菓子」の順となりました。

Ｑ：和菓子・洋菓子はどこ

ます。

・１％、

和菓子、洋菓子ともに生菓

で購入することが多いです

・４％、最

・４％、栗饅頭などの焼

％、ねりきり等の上生菓子

子の人気が高い結果となっ

桜餅など季節の生菓子

大福・団子など

・２％、その他３・

ています。

た目がきれい

回答）。

・４％、

５％。

か（複数回答）。

Ｑ：一回に購入される和菓

和・洋菓子

ら位ですか。

Ｑ：和菓子や洋菓子をどの
位の頻度で召し上がります
Ａ：５百円以下

・４％、８

・７％、１

・９％、１千

千５百円以上６・９％。

～１千５百円

百～１千円

５百～８百円

か。

・

・６％、週２～

・５％、週１回

Ａ：毎日
３回
５％、月２～３回 ・９％、
月１回６・１％、その他１

洋菓子：シュークリームな

Ｑ：和菓子や洋菓子を購入

Ａ：専門店

度は「週２回～３回」が最

和菓子や洋菓子の摂取頻

二つでほぼ半分を占めます

百円～１千円」です。この

円」が最も多く、次が「８

購入金額は「５百円～８百

ど

９・３％、ロールケーキな

菓子

ど

・１％、チョコレート

２％、２～３軒に決めてい

Ａ：１軒に決めている５・

５％、コンビニ

店８・６％、スーパー

菓子

も多く、次が「毎日」で、

菓子

・７％、その他３・

％、原材料

・２％、見

かがえます。また、好きな

スを重視していることがう

和菓子・洋菓子で生菓子が

多かったことから「見た目

・１％、衛生的である７
・２％、日持ちがする４・

のきれいさ」へのこだわり
通販１％、ネットショップ

価格が安い７・２％、その

質に見合った価格 ・１％、

次号に続く。

もうかがえます。

・９％、品

０・５％、その他１・４％。

７％、新製品

・６％、その他１・

ない

・４％、特に決めてい

・６％、

・

・９％、百貨

この二つで半数を超えてい

が、一回１千円以上の購入

８％。

和菓子・洋菓子の一回の

・７％、ケーキなど生

する店は決まっていますか。

ます。このことにより和菓

者も１／４存在します。

る
Ｑ：どのような和菓子・洋

20
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18 53
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％。

・５％、マドレーヌ

和菓子：羊羹

30

子・洋菓子の金額はおいく

全国の10代～80代へお菓子に関する意識調査を実施

子や洋菓子が日常的に摂取
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されている様子がうかがえ
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（３） 平成26年８月15日

日開店

さと納税などをワンストッ

も、より多く首都圏の方々

発信機能だ。両県の地場産

世紀によみ

業が、発展し雇用が創出さ

いたよしみを
に情報発信することが可能

ルする有効な媒体となって
プで紹介するコーナーや県

業界の飛躍のチャンスにし

がえらせた、両県知事に拍

される。

いた。お客さんの反応をみ

アンテナショップにとっ

れる契機となることに期待

などもできるスペースも確

て一番大切なことは、売上

したい。そして両県の菓子

とっとり・おかやま新橋

保されることになる。さら

になり、集客力アップも見

館は、両県が設置すること

には、鳥取県単独でアンテ

込めるなど相乗効果が期待

で物販や飲食店の面積が拡

内中小企業のための賃貸オ

レビや雑誌の取材を受けた

大するのはもちろんのこ

や収益ではない。情報の受

フィス、また、催事や講演

ことがきっかけで、お客さ

ナショップを設置するより

手を送りたい。

Ｒ新橋駅近くのビル１、２

んが殺到した企業も珍しく
と、観光や移住定住、ふる

て、新たな商品開発のヒン

階に開設される。１階には

ない。情報受発信によるア

トを得ることもできた。テ

両県の特産品などの物販フ

ンテナ効果は大きいと感じ

鳥取・岡山両県共同のア

ロアが置かれ、２階には軽

た。
ただ現在のショップには

全国菓子研究団体連合会

点が

○準グランプリ・原田真喜
子（島根県・桂月堂）

○金賞・北条智之（東京都

庫県・芦屋柳月堂玉川）

○グランプリ・安達文輝（兵

◎工芸菓子部門

◎上生菓子の部

川県・吉祥庵）

○銅賞・黒田和比古（神奈

山口屋）

○銀賞・江口恵（東京都・

・銀座甘楽）

○準グランプリ・吉田貴之

○準グランプリ・髙𣘺功典

（埼玉県・御菓子司花扇）

○金賞・土江徹（島根県・
福泉堂）

・日本菓子専門学校）

○金賞・船田雅一（東京都
・喜久屋）

○銀賞・本山雄一（東京都

○銀賞・石塚久子（千葉県

（北海道・ヨシダのお菓子）

不同）

受賞者一覧（敬称略、順

出展展示された。

数は今までで最高の

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

長・小谷寛

鳥取県菓子工業組合理事

たい。

日にオープンする。愛称は

飲食店舗や催事スペースな

もともと鳥取県のアンテ

月２日、ホテル堂ヶ島ニュ

てなし」（桃）て（梨）。こ

全国菓子研究団体連合会

ー銀水で開催された。出展

第５回技術コンテスト

かも分かりにくい場所にあ
第５回技術コンテストが７

難点がある。小さなコンビ

った。近所にあるヤクルト

ニ程度の面積しかなく、し

検討が本格化

スワローズ球団本社の社員

始まりとともに

し、首都圏にお

ナショップは、平井県政の

ける情報受発信
が、一人もショップの存在

のアンテナショップは、Ｊ

の拠点として
を知らなかったというから

鳥取県菓子工業組合では

嘆かわしい。

移転を求めていた。しかし、

「東京にいなが

れる場所」をコ

条件のよい物件は家賃が高

ら鳥取に感じら

年８月、新

ンセプトに、平
成

○銅賞・野呂力（愛知県・

・芳光）

○銅賞・老泉翔太（広島県

・喜田家）

く、とても鳥取県単独で借

で岡山県と連携すること

○銅賞・新澤貴之（大阪府

橋にオープンし

で、現在のショップより、

さて、上生菓子の次は、

・菓匠庵白穂）

・成城凮月堂）

新橋（現在の）

格段に広い物件を借りるこ

＂ か す て い ら ＂、 ス ポ ン ジ

◎引き菓子部門

す。

・ならみ）

○銀賞・阿部勇斗（東京都

・日本菓子専門学校）

日「がんばろう
子供たちふれあ
い交流事業」、日章学園

東北

８月

行事予定

９月４～７日、いばら

藤商会津支店

藤 隆 生 氏（ ㈱ 七 福 ）、 ㈱ 斎

•••••••••••••••••••

・蜜屋本舗）

○銀賞・島岡密雄（愛知県

○銅賞・福井俊輔（東京都

のアンテナショ

とができた。藩政時代、と

じいちゃん、ありがとう」

とカステラの違いくらい

菓道心きさらぎ）

ップは、鳥取の

もに池田候を藩主に頂いて

の言葉と、お孫さんたちの

は、すぐに言えるようにし

◎盆景菓子部門

特産品を東京の

回すこともでき、若い方々

手書きのメッセージを添え

ラの由来についても、また

・成城凮月堂）

とっとり・おかやま新橋館（イメージ） 人たちにアピー

か ら も、
＂カワイイ＂と声

ることを提案したところ、

ナガサキの名前ももつな

○準グランプリ・関根雅史

す。使い捨てする紙製なの

が飛び交うとか。夏のアピ

カードではなく、お菓子

ど、その別称についても、

◎Ｊクラス

で、数日で廃棄してしまう

ールの主役、和菓子がぴっ

に羊羹で書いてもらうので

伝える物語は多々あります。

○金賞・笹崎良太（東京都

ことに、ご意見もあろうか

ておきたいですね。カステ

す。ひと手間、ひと工夫の

その前に、モンブランケ

（埼玉県・御菓子せきね）

と思いますが、ディスプレ

大変喜ばれました。

たまもの、和菓子サプライ

ーキなんて、もともと和菓

○金賞・猪狩具美（東京都

寝苦しい日が続きます。

たり合う時代になってきま

ズ。洋菓子店のシェフは、

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

扇子の売上げが、好調との
イグッズよりはうんと安

した。

った由、浴衣に関しては、
今や夏の風物詩となりまし

チョコレートを使って日々

菓子技術講習会、９月
２日、静岡通商㈱浜松
支店、３日、同社本社、４

～

日「い

きのお菓子大集合展、
県庁２Ｆ、９月

つくば」に出展、イオ

日、和菓子講習

技術講習会、講師・安

９月４日、和菓子製造

合大ホール

（ 東 京 製 菓 学 校 ）、 菓 子 組

会、講師・梶山浩司氏

９月

ンつくば店

タ

ばらき秋のスイーツフェス

15

20

日、沼津支店

13

た。 ア ジ ア 圏 で の＂ 和 菓
子＂＂和カフェ＂も大ヒット。
メニューの日本語併記は、

子っぽいですね。
秋は目の前、物語もたっ

やっておられることです

っぷり語れるような日々だ

■敬老の日の計画はすみま

が、意外と難しいものです。

手軽に多くの方に食べてい

アドバイスを受けてみては

といいですね。

いまやあたりまえです。

どうでしょうか。

今のおじいちゃん、おば

■カステラもよく売れてお

したか？

あちゃんは若くて、敬老と

ります

季節感の演出効果も抜

書くのも少々はばかられる

ただけると考えます。

群、さらにお客様にお勧め

くらいです。それでも「お

12

■上生菓子が売れています

する際、小さなトレイごと

か？
最近、白い小さなトレイ

いろいろお盆に乗せて取り

城戸翔寉（きどしょうかく）

に上生菓子を乗せ、並べた
ディスプレイをしていま

茨城

in

愛媛

宮崎

静岡

三重

その 232
8月

暑中お見舞い申し上げま

こと。少しオシャレなもの

く、ひと工夫することで、

りることはできない。そこ

90

28

をと買い求める方が多くな

技術コンテスト受賞者

ンテナショップが、９月

「とっとり・おかやま新橋

どが予定されている。

21

館 」。 両 県 の 特 産 品 に ち な

９月

とっとり・おかやま新橋館

取
鳥
んでニックネームは「もも

28
た。

20
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少しずつ作り方が違うその
が力を入れている「阿波う

徳島県菓子工業組合青年部

す。個人的にも、阿波うい

注いでくれてるとの事で

下さり、地元の応援に力を

んもラベルの製作にご協力

りましたが、「阿波ういろ」

思っております。最後にな

アピールする良い機会だと

島県の良さをもっともっと

徳島のお菓子を全国へ

せづくり

る気持ちと同時に、徳島独

天とういろうが届き感謝す

嫁ぎ先の母から、色付き寒

旧暦３月３日付近になると

がれています。私の家では、

習慣とされ、今でも受け継

しい味で、小麦粉や卵など

しまう。そしてどこか懐か

ち」感がやみつきになって

といっても独特の「もちも

さ控えめで素朴な味。なん

けど、どれを食べても、甘

つ味が違う、形が違う。だ

せ同じ原料なのに、少しず

四国ブロック長より、おも

も て な し 」。 冒 頭、 高 橋 中

今回の大会テーマは「お

大会が開催されました。

年部第 回中四国ブロック

の手ホテルにて、全菓連青

日、愛媛県松山市の道後山

去る７月２日、３日の両

のこもった挨拶をいただき

夜を楽しんでほしい、と心

盛り上がって、道後松山の

勉強した後は青年部らしく

杯お迎えしたい、講演会で

ら、おもてなしの心で精一

代表し亀井青年部会長か

次いで開催地の愛媛県を

いとの挨拶を頂戴しました。

つような活動をしていきた

いては個々のお店の役に立

認識、商品戦略や売場づく

における原理原則から現状

ただきました。菓子製造業

ポイントを絞ってご講演い

手引き』の内容に沿って、

造業者のための経営改善の

発行した冊子『中小菓子製

た。昨年の２月に全菓連が

氏にお越しいただきまし

役統括本部長の葛西孝太郎

式会社Ｓ・Ｙワークス取締

は〈ハイク松山〉のボラン

翌日のエクスカーション

を想定しながら事業活動を

きました。

く中身の濃いお話を拝聴で

第２部の講演会には、株

していってほしいと、若者

た。その中の１人で赤坂七

さんなどによる講演会、時

の知識向上の為のメーカー

為の技術講習会、材料など

名位の参

みんなで集まり、楽しむ為

の皆様と一緒に一年に一回

だいている、家族、従業員

れは普段我々を支えていた

ス会を開催しています。こ

理事長より歓

業組合の小泉

愛媛県菓子工

雰囲気の中、

り、和やかな

もご臨席賜

業者の方々に

出会い、話しをさせていた

になって、たくさんの人と

が、この技能士会に出る様

か今では毎年、技能士試験

います。その成果もあって

で技能士の育成に頑張って

をする事を通して、その中

して商売の発展のお手伝い

客様や地域の為になるよう

も、お菓子作りを通してお

ています。私は、これから

様のお陰であると、感謝し

歴代の会長ならび会員の皆

ク長の乾杯で

部九州ブロッ

中全菓連青年

拶に続き、田

よりご来賓挨

全菓連事務局

め、豪華賞品をめぐって大

いに盛り上がりました。

ティアガイド３名にお願い

して、道後ぎやまんガラス

美術館〜道後商店街〜道後

温泉駅〜からくり時計〜松

山市立子規記念博物館〜椿

の湯というルートを歩いて

まわりました。

道後温泉駅では、珍しい

坊ちゃん列車のＵターンに

歓声を上げ、博物館では松

山が生んだ俳人・正岡子規

の功績や松山・道後の歴史

を学びました。

昼食会場に着く頃には朝

からの雨もほぼ止んで、地

元産品を使ったイタリアン

に舌鼓を打ったのち、来年

山口での再開を誓い合って

解散しました。

松山の夜を楽しみ、道後

のたたずまいに癒され、思

い出深い中四国ブロック大

会となりました。末筆なが

ら、亀井会長はじめ、愛媛

県青年部の皆様の心づくし

のおもてなしに深く感謝申

し上げます。ありがとうご

ざいました。

広島県菓子工業組合青年

部・竹内恒彦

全菓連斡旋図書

■日本菓子教育センター編集・発行

を込めて

子である事は、最近まで知
個性の集まった阿波ういろ
いろ」のブランド化。徳島

徳島のお菓子がつなぐ幸

りませんでした。その徳島

県のういろうの名称を「阿

徳島県菓子工業組合事務

実施。徳島県青年部のご厚

自のあたたかい文化を、次

食物アレルギーが不安な小

ました。また、ご来賓の田

りまで、小一時間という短

その群馬県菓子技能士会

続いての懇

冨久の石川久行さんとの出

には異業種の方に経営方法

の会です。毎年

だいて、たくさんの事を教

に頑張りたいと思います。

始まりました。

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

「阿波ういろ」
を、それなら徳島の色んな

の「ういろう」の歴史は深

と急きょ「阿波ういろ」を
県出身である瀬戸内寂聴さ

お店のものを食べてみよう

く、江戸時代にさとうきび

食べる会を開催しました。

故郷の味を全国へ
栽培が徳島に伝わり、和三

（といっても主力メンバー

について色々ご教示頂きま

盆糖ができたのが始まり。

ろの全国デビューを心待ち

を持参し、食べさせてくれ

そのお祝いに３月３日の節

波ういろ」と統一し、徳島

徳島の「ういろう」と言
た思い出。それだけ私には

局・浦西美智子

身近なお菓子であり、親し

した理事様に感謝の気持ち

えば、和三盆を使用した蒸

にし、これをきっかけに徳

し羊羹。幼い頃のイベント
は事務局２名なのですが）

例、各県対抗のアトラクシ

句に食し、今でもお祝い事

の力に大きな期待を寄せて

んできたお菓子であります

テーマは
「おもてなし」

中四国各県の参加者総勢

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

事には祖母がよく、ラップ

ョンの後はビンゴゲームを

小豆、餅米、米粉、砂糖、

いただきました。最後に、

や子供の成長を願う食卓に

の世代の子供達にも受け継

てなしの心で設営された愛

村中四国ブロック長から

シンプルな素材を混ぜ合わ

が、それが、徳島の伝統菓

いでほしいと思うものです。

四国メンバーを歓迎する旨

継いでほしい味です。実際、 媛県青年部への労いと、中

さい子供達にも食べて受け

の挨拶から式典がスター

は、次回菓子博と今後の青

意により、特別協賛いただ

徳島県南部のういろうは

総合的な学習や地域の食育

ト。続いて中島全菓連青年

名を紹介して式典は終了、

「金の延べ棒」を形どった

の会などで、作っている所

部部長から、青年部の事業

は、ういろうを食べる事が

にくるんだ手作りういろう

回中四国ブロック大会

と言われる独特の形で、切

もあり、給食にも取り入れ

い時間ながら、分かりやす

第

ると断面が三つ葉形に。他

られた事もあるそうです。

年部に関して、時代の変化

県菓子技能士会の会長にな

のもう一つの楽しみの中に

親会は、ご協

ら、それまで働いていた前

会いが、大きく考え方や生

や理念などの勉強や店舗の

加があり、とても楽しいひ

えて頂きました。それから

を受ける人もでき会員の中

群馬県菓子工業組合常務

いた徳島県の名産品も含

の地方に比べ餅米が多く、

を通じて社会に貢献し、ひ

誰も知っている同業者がお

っていました。

賛いただいた

橋の森庄（森川社長）の指

き方を変える事になりまし

デ ィ ス プ レ イ の や り 方、

は、徐々に組合活動にも積

から選和菓子職の資格者が

青年部恒

三人になりました。

理事・富樫良範

極的に参加するようにな

決定版 和菓子教本

第２部に続きます。

よりもちもちしているのが

この味を伝えていこうと、

46

特徴。お店や地域によって

らず、最初は居る場所も無

月に１ヶ月早いクリスマ

唯一の親睦会として、毎年

導の下、頑張って来ました。

た。石川さんに群馬県菓子

様々な包装のやり方やポッ

技能士会の主な活動は、

その後、高崎の菓子組合

技能士会に誘ってもらい、

お菓子作りの技術の向上の

年がた

脳梗塞で他界し、後に店を

の当時の会長だった、田む

それまで自分の仕事や生活

かったのですが、徐々に知

ちました。当時は、まだ大

ら製菓の田村会長に高崎菓

迎のお言葉、

り合いも増えていきまし

した仕事も出来ず父親と一

子組合に誘って頂き、顔を

と時を過ごせます。これも

才の時に、父親が

緒に仕事もしていなかった

プの効果的な作り方などを

継いで早いことに

ので、子供の時の記憶を頼

の事ばかり考えていました

回中四国ブロック大会

出すようになりましたが、

私が

群馬県菓子技能士会

生き方を変える出会い

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

14

り、いつの間にかその群馬

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）

阿波ういろ

島
広
11

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

14
60

25

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

27

りに母親に相談をしなが

第
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あべかわ餅︑雑感
時間フル稼動︒ア

お餅にきな粉と上白糖をま
はありません︒

のですから︑大きな問題で

いても間違いなく美味しい

てみれば︑どちらでいただ

なのだそうですが︑私にし

ただ︑残念な事に︑当事

がつきます︒

すということは容易に想像

あるいはその情報をもたら

産に安倍川餅そのものを︑

れたのです！︶彼らが手土

が︑海のない山梨で完成さ

盆飾りの真菰︵まこも︶の

府育ちの私の義理の母は︑

ところで︑甲府生まれ甲

となっております︒

よう最善を尽くす例年行事

皆様に確実にお届けできる

美味しいお餅を︑消費者の

っていただき︑つきたての

ルバイトの皆さんにも手伝

工場は

ぶしたものと︑小豆のこし

貴重だった白砂糖は︑大御

わびの煮貝という特産品

山梨の︑特に甲府盆地で

餡を絡めたものの２種類を
わ餅文化が根付いたかは︑

所様のお膝元駿府や駿河に

いてしまうからという理由

は︑お盆の時季にあべかわ

これといった文献も残って

てのお餅を伸し

わ餅は︑つきた

し山梨のあべか

本家本元は︑徳川家康がこ

間違いないでしょう︒その

て静岡から入ってきた事は

すが︑その名前から判断し

上質な餡を炊く事もままな

斐の国には少なく︑結果︑

川に負けて天領となった甲

はふんだんにあっても︑徳

ます︒いかにも山梨らしく

べかわ餅を載せてお供えし

に黒蜜ときな粉をつけたあ

ドウの葉を１枚敷きその上

で作った馬︑牛のほか︑ブ

上に定番のキュウリやナス

黒蜜をかけるのが山梨流

餅を食べる習慣がありま
詰め合わせたものを︑イメ

おらずよくわからないので

て四角に切った
らず︑代替品として黒蜜を

甲 府 に あ っ て︑ 唯 一 私 が

使わざるを得なかったので

清々しく感じる日常のひと

の餅をいたく気に入って安

お盆というと多くの方が

コマでもあります︒決まっ

倍川餅と名付けたという説

８月を想像すると思います

たやり方などはありません

らきな粉をまぶ

が︑山梨の一部地域︵塩山

が︑きっとこれが正しいあ

し︑その上に黒

など︶では︑７月にお盆の

べかわ餅のお供え方法だ

て︑うだるような暑い夏の

ご存知の通り海のない山

行事を行うため︑私共餅屋

と︑信じて止まない福島生

しょう︒

梨は︑駿河湾に揚がった海

は７月に入るとあべかわ餅

まれの私なのです︒

がありますので︑少なくと

に黒蜜をたっぷ

産物を行商人が甲府盆地ま

の準備で忙しくさせていた

蜜をたっぷりと

りとつけてから

で 運 び ま す︒︵ ち な み に ア

だいています︒そして８月

も江戸時代には既に存在し

きな粉をまぶす

ワビが傷まないよう樽の中

たのでしょう︒

という人もいま

で醤油に漬けて運搬し︑甲

かけていただき

す︒先にきな粉

に入るといよいよ本番で

ます︒いや︑先

をまぶしてしま
府に着く頃味が染みて︑丁

す︒８月

洋

株式会社平和堂・大沼美

うと︑その上に
度食べ頃となった事からあ

日から４日間︑

かけた黒蜜を弾

11

地域資源の掘り起こし

大吟醸生キャラメル
様とは︑数十年来のお付き

日本酒と酒粕
を練り込んだ

合いがあり︑そのご縁で毎

桜餅などの物販をさせてい

〝大吟醸生キャラメル〟︒

ただいております︒そこで

生キャラメルの生地に日本

商品開発のきっかけは︑

商品構成を見直す上でも︑

年２月に開催されている蔵

観音寺市の造り酒屋﹁川鶴

何か新しい商品を考えても

酒と酒粕を練り込んだ森一

酒造﹂様に勤める︑全国的

らえないかという内容のお

開きでは︑酒まんじゅうや

にも珍しい女性杜氏さんの

誠堂の人気商品です︒

一本のお電話からでした︒

できたことをうれしく思っ

その後もマカロンや焼き

ています︒

菓子など︑数種類のコラボ
製品を商品化しております
が︑あの時の女性杜氏さん
からのお電話が︑全てのき
っかけであったと感謝して

まだまだ順風とは言えな

おります︒

い経済状況下において︑地
域に眠る文化や食材︑また
人材を掘り起こしていくこ

いろいろとご相談をさせ

た︒その後半年間に渡り試

という結論にいたりまし

もマッチするのではないか

粕を消費者の皆様にご紹介

早く地域の食材として︑酒

躍的に伸びましたが︑いち

より︑酒粕の販売自体が飛

その後の健康食ブームに

ます︒

していきたいと考えており

化︑菓子業界の発展に寄与

とにより地域経済の活性

ていただく中で︑清酒造り

行錯誤の結果︑大吟醸生キ

けることができました︒

周りに商店もなく︑地元住

の過程で産出される大吟醸

ャラメルの商品化にこぎつ

うことがわかり︑洋菓子に

民の皆様の要望により︑菓

酒の酒粕が︑とても上品で

電話でした︒

子店でありながら日用雑貨

芳醇な香りを醸し出すとい

先代が創業した当時は︑

や酒類︑たばこまで販売し

事長・森博章

香川県菓子工業組合副理

ていた森一誠堂と川鶴酒造

大吟醸生キャラメル



あべかわ餅

いつ頃から山梨にあべか

す︒﹁ あ べ か わ 餅 ﹂ と い う

れません︒しか

ージされる方が多いかもし
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第905号

合内にて当人によりレポー
存在感を出すように仕上げ

豆）を入れて、小さくても

スの監督に就任し、今年も

の名門浦和レッズレディー

数有する、なでしこリーグ

ップの全日本メンバーを多

しチーム関係者が製造した

ン、サッカーをモチーフに

一で有名な浦和レッズファ

も同氏です。熱狂度は日本

すが、本業と副業と趣味を

が居て色々な商品が有りま

菓子業界内にも色々な人

ヒットとなりました。

トする予定です。
てます。

さて今回は、同理事長の

紹介及び熟考を重ねている

『サッカー王子』の２種類

名物は『サッカー王国』と

菓子を紹介します。同店の

あります。お店はさいたま

しているのは、ある理由が

だ菓子を二種類看板商品と

同店がサッカーにちなん

あります。最中・焼き菓子

いうプロサッカーマンでも

同チームのヘッドコーチと

レビなどマスコミで話題に

ンの間で知名度が上がりテ

菓子は、発売と同時にファ

と思われます。

菓子は、他に例を見ない事

ここまで実益に結びつけた

お店御菓子舗橘家さんのお

埼玉県菓子工業組合の今後

（さいたま市）

埼玉県菓子工業組合で

の活動方針につきまして

理事兼広報・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合専務

は、小島正二前理事長の勇

ファン定番菓子に根付く大

退に伴い、神戸武理事長が

だったそうで、製造責任者

され、選手の後押しも受け

店の大宮店は、息子の神戸

とも考案は息子慎太郎さん

慎太郎さんが店主として切

市内に２店舗構えており支

愛いドーム型でサッカーボ

です。サッカー王国は、可

ールを模した焼き菓子で
り盛りしてます。さいたま

市川支
部企画

「いちかわバラ物語」

会議所連合会より「ベスト

れ、支部長として関東商工

ェクトでの功績が認めら

•••••••••••••••••••••••••••••

す。卵黄のみを白餡と練り、
市と言えばサッカーの街と

たっぷりと使ったきめこま

和レッズと言えばおわかり

レッドダイヤモンズ通称浦

ームを抱えています。浦和

万個に達する勢

発売開始から１年半が経ち

「いちかわバラ物語」は、

振興担当者や菓子組合から

興味を示した近隣市の商工

今年に入り、この取組に

市川市長より「優良商店賞」

消費者に貢献したとして、

販売活動を積極的に展開し

ア ク シ ョ ン 賞 」、 さ ら に、

かな皮で包み焼きあげまし

販売累計

参加店増加・販売好調

た。洋菓子感覚でお楽しみ
でしょう。

して有名で、Ｊリーグ２チ

まろやかに仕立てた黄身餡

は、後日、本紙面又は同組

お菓子屋さんの仕事に興味を！

小倉餡と柚子餡の二種類、

やすい大きさの最中です。

ーボールの形が可愛い食べ

サッカー王子は、サッカ

務めてきました。昨年は、

チームの監督も併せて長年

やＪユースチーム・ユース

ズ傘下のサテライトチーム

菓子店経営の傍ら浦和レッ

さて息子の慎太郎さん、

ンドへと成長している。

川市民にはお馴染みのブラ

毎回千個以上を販売し、市

川商工会議所の協力の下、

では、市川市役所並びに市

行われている販売イベント

いで伸びており、年に３回

た商品の開発を行う店舗も

の業種とコラボレーショし

の交流が生まれ、菓子以外

することにより、異業種と

また、商工会議所と連携

り、注目を集めている。

際の視察の申し入れがあ

の問い合わせ、イベントの

パンフレットを持ち歩きし

増やすことを目標として、

今後は参加店と商品数を

物語」のさらなる発展に力

励みとして「いちかわバラ

をいただいた。この受賞を

まった時間の中で、それぞ

の風味などを知ってもら

ばかりの新鮮な生クリーム

生菓子の食べ方や、立てた

いるように感じられ今後の

れが工夫し活気が出てきて

現れるなど、参加店それぞ

る予定となっている。

ルし、来春に１万部配布す

やすい冊子へとリニューア

ころである。

を注ぐ決意を新たにしたと

中にはまるでポイントゲッ

オリンピックやワールドカ

れが趣向を凝らした仕事を

展開が楽しみである。

分と決

一同に集まった中、当組合

い、職人が教えた仕事を含

職種も多く、１回

も「お菓子屋さん」として

名の子供たち

対象とした、おしごと体験

日（木） 日（金） て、小学４・５・６年生を

ったこの事業は、大分県職

キッズワーク大分と銘打

時には厳しく指導をしてい

にプロの職人達が優しく、

を持ってくれることを期待

め何か一つでも新たに興味

づくり離れ、技能離れが問

もので、近年若年者のもの

省からの委託で実施された

され、文具などを購入する

が、報酬として子供達に渡

場内で使える擬似マネー

施され、毎回終了時には会

後２回のおしごと体験が実

後継者不足による廃業が後

職種ではあったが、現状は

菓子屋さん」は常に人気の

の参加が２回あるなど「お

回の定員

会になればと、キャリア教

分の将来について考える機

らしさに触れることで、自

節の上生菓子とキャラクタ

ロールケーキの仕上げと季

我々「お菓子屋さん」は、

い。

多く現れ育つことを願いた

たいと言う子供が一人でも

将来菓子に携わる仕事をし

な試みがきっかけとなり、

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

ー菓子をこしらえる作業を

った菓子をゆっくり食べて

体験させ、最後に自分の作

もらうことで、普段はあま

参加団体には「板金屋さ
ん」「お花屋さん」「庭師さ

り馴染みがないであろう上

支部支部長・峯島重明

千葉県菓子工業組合市川

用意し、約

の２日間にわたり大分市の

した。

題となっているため、子供

ことで働く喜びを知っても

名

たちが早い時期からものづ

17
を絶たないので、このよう

名に対して

くりに対する関心を持ち、

らった。

今回のイベントでは、１

様々な職業の楽しさや素晴

10
育の一環として企画された。

ん」「ネイリストさん」など、

今年３月にはこのプロジ

参加した。

職種の団体などが

ターのような大福豆（手亡

12

た。２日とも午前２回、午

80

業能力開発協会が厚生労働

おしごと体験イベント

イベントが開催され、県下

10

おしごと体験で夢を見つけて

分
７月

より全

す。

いただければと言うことで

を、生クリームとバターを

葉
千

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

『サッカー王子』と『サッカー王国』

就任しました。当人の自己

御菓子舗橘家

新理事長の菓子紹介

玉
埼
大
複合施設コンパルホールに

25

15

普段なかなか体験できない

いちかわバラ物語
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全菓連では全国組合幹部研修会で大川吉美氏︵株

っぱり日本人は唾液の分泌

その③
かな︒最初は手作業でやっ
が当時２〜３億しかなかっ

んだという︒だから日本の

こ と に な り ま し た︒﹁ 六 本

ね︑うちの会社は︒今︑

大川

このロゴが意外とお

いし︑空調さえあればでき

からショーケースも要らな

階に入って︑ラスクです

ーさんの入っていた場所の

ら︑思い出に残っているの

んなところで催事をした

さしく見てくれました︒そ

んも同業種じゃないからや

ますし︑周りのお菓子屋さ

から︑いいよと言ってくれ

菓子でもない間のものです

ね︒この和菓子でもなく洋

に︑飛びついてくれますよ

郷店をつくられて︑その後︑

ということですね︒で︑本

とお客さんが増えていった

見直しで︑それでどんどん

尾関

すね︒

も良かったかもしれないで

あるので︑そこからの感覚

くない︑という固定観念が

です︒まずラスクはおいし

と渡して︑通販が伸びたん

す﹂と通販カタログをどん

類を増やしてどんどんと成

尾関

よかったんです︒

も

億くらいで︑ちょうど

として出しました︒売上げ

を充実させる意味で基幹店

ったので︑ブランディング

ちょうど目立つ場所でもあ

十番にいい物件があって︑

さなお店だったので︑麻布

デザイナーさんのいた︑小

２００３年の六本木の店は

と言えばそうなんですが︑

す︒ですからまあ︑急成長

を扱う大手さんが２〜３社

尾関

す︒

使えるような商品のお店に

ティにして︑詰め合わせで

レにしたり︑商品をバラエ

というスタンスで︑オシャ

なかった︒ですから贈り物

てくるので︑そうはしたく

お歳暮には似合わなくなっ

て︑土産になると︑お中元︑

東京土産にはしたくなく

が知られてきました︒私も

まして︑東京ラスクの名前

客さんにインパクトがあり

勝負をするということで︑

るので︑そこを第一号店に

は︑最初に来た人全員に１

麻布十番に本店をつくられ

長されていくわけですけ

できてきたのですけど店名

億くらいで

ちょっとこれまでとは違う

しました︒ですから﹁東京

つずつラスクを配ったこと

たのが︑２００９年のこと

店舗ですか︒

年で売上げが

商品名にされました︒

ラスク﹂の一つのブランデ

なんと︒

です︒

ラスクなんてその頃

ど︑都内に

木です︒通信販売もありま

大川 ﹁東京ラスク﹂にす

ィングコンセプトとして

尾関

ですね︒順調に伸ばしてい

大川

大川

デパートって︑新しいもの

ることは︑最初から考えて

は︑ラスクというと堅いと

大川

かれたということですが︒

た︒

ろいろあると思いますが︒

たのですが︑数億かけて勝

い た の で す が︑ た だ︑﹁ 東

か駄菓子のイメージがその

あまりなかったですから︒

大川

尾関

たのですが︑だんだん忙し

京ラスク﹂だと東京土産の

当時はあったと思います

さしあげると︑最初は要ら

スクが六本木からスタート

は全然違う雰囲気ですね︒

が少ないので︑堅いフラン

印象も強いですね︒私は東

が︑そうじゃないんだと︒

ないと︑受け取らないんで

して︑２０１３年ですから︑

代表取締役︶を講師に迎え︑﹁七

京からの贈り物にしようと

このお菓子は１８０度変え

すが︑１週間くらいすると︑

実はまだ

式会社グランバー

いう意味で︑ロゴもデザイ

て︑おしゃれでおいしくて︑

館内で﹁おいしいじゃない︑

した︒それでパンの先生を

※お菓子のようなトースト
ほかにはまだなかったかと

さんがありましたが︑その

りとりして︑〝サクサク感〟

から３ヶ月くらい二人でや

の６月くらいですか︒そこ

をやったのが︑２００２年

お呼びしまして︑商品開発

があって︑進物につかえる
思います︒

の探求をすすめました︒原

先月号より続く︒

と思い﹁ラスク﹂を作ると
尾関

マーガリンが多かったので

料は︑当時ラスクというと

かなり自分の製品に

こだわったということで︑
原料へのこだわり︑焼き方

すが︑バターにこだわりま

ラスクを見て︑これ

いう話を受けて

のこだわりとか︑職人さん

尾関
が進物になる︑と思われた

でもある大川さんのこだわ

尾関 そしてネーミングは︑

いまでこそ︑ラスク

にラスクと入っているのは

私はもともと伊豆で

たった秘訣って何でしょう︒

と思いますけど︒それも当

る必要はないです︒

にしてもしょっちゅう変え

いです︒品種を多少増やす

そうすると︑同じものでい

つもりだったのですが︑売

ろですね︒そもそも借りる

地にコンビニがあったとこ

大川

されてですか︒

店も元々何かの施設を改装

説明いただけるでしょうか︒

物の伊豆店についても︑ご

伺いましたが︑驚異的な建

尾関

っと長くやれますし︑自分

か︒自分の店だと自分でず

尾関

している状況です︒

活性化のために工場を稼働

させていただいて︑地域の

いという思いがあります︒

でしっかりとやっていきた

ん

店には︑地域のお菓子屋さ

大川

飴﹂を売ったりするおやつ

尾関

社くらいのお菓子をお

ここでご実家の﹁黒

品に頼っているんじゃ︑そ

ては︑なんでも商品︑新商

性とたくましさを持たなく

ようと︒要するに︑どうし

とことん一品を売る事をし

この商品を東京の真ん中で

ここからいろんな種

地方にも出店しまし

た︒カフェは無料で好きに

大川

尾関

ってくださるとのことでし

やっぱり新商品開発

ところがすごいですね︒

２００３年に東京ラ

飲んで︑テラスでゆっくり

生まれて︑観光地で育った

がつかないですね︒

たので︒

そして︑最初︑シュ

大川さんの店だけですね︒

くつろいでいただけるよう

ので︑いいなと思っていた

大川

それがいい悪いはい

になっています︒

のもありますが︑一つ︑観

須だって箱根だって︒例え

いままでのラスクと

尾関 それが何年でしたか︒

光地って商品開発が要らな

年しかないです

大川

２００９年ですね︒

いんです︒

当時︑おせんべい業

負をかけたということです︒

ナーさんに頼んで︑おしゃ

専門店があるんだという︑

どこで売ってるの﹂という

み物を一緒にとかになるの

れなちょっと変わったデザ

そこに感動的な要素をもっ

転び八起きの人生﹂をテーマに講演を行いました︒

インにしたいと思いまし

てもらおう︑新しいものな

﹁東京ラスク﹂誕生

した︒

た︒お店も第一号店が六本

ですが︑柔らかくてしっと

尾関

大川

木ということで︑デザイナ

聞き手は本紙でもおなじみの尾関勇氏︵株式会社ア

りを教えていただけますか︒

ガー︑ごま︑ガーリックの

いたのはパン用オーブンで

りしたものがいいと思いま

大川

大川

３種類でスタートをされた

はなく︑ピロー機はあった

ンゼン・パックス代表取締役︶にお願いしました︒

というのは︑いままでに無

界ではサクサクとしたおせ

んですけど︑結構そのころ

昔からあったものの

いようなものでなくちゃい

んべいが通信販売でも売れ

投資をされていますね︒

したいなと思ってきたんで

けないですが︑ある程度︑

ていた時代でした︒播磨屋

いって︑ちょうど﹁友愛の

大川

麻布十番の本店を出

そうですね︒持って

みなさんが知っているよう

さんのおせんべいとか︒や

尾関

森﹂というところの前に７

尾関

はい︑それでこの売

閉店したレストランを買っ

出店できないところです︒

なのですが︑実はなかなか

ば箱根の良さは︑国立公園

いです︒

軽井沢が一番売り上げが良

大川

しょうか︒

得ている店舗ということで

井沢と来ましたが︑収益を

尾関

の町村合併で４町が伊豆市

た︒ここは私が育った天城

のこの工場を考えていまし

ながら︑震災の１年前から

ら震災があるかも︑と思い

た︒こちらはひょっとした

１年６月にオープンしまし

大川

うと︒今︑工場２つありま

うところでしっかりと行こ

大川

ね︒那須の時は那須でした

ファクトリー店舗ですよ

やはり﹁東京﹂で行こうと？

てくるんですよね︒ここは

きなり﹁東京ラスク﹂と出

のあたりにいきますと︑い

されると思いますが︑河津

ね︒売上げを伸ばすには︑

大好きで得意なんですよ

どうでしょうか︑商品開発

ど︑お菓子屋っていうのは

ずっとやってるんですけ

大川

らでしょうか？

いうのは︑どういうことか

ろはラスクだけにされたと

のではなくて︑自分のとこ

いろんな種類を作って売る

わざわざ自分のところで︑

ーがある︒すごいですね︒

尾関

尾関

りつくるとどうでしょう？

という風に︒戦略もあんま

さい︑うちはラスクだけで︑

地元の洋菓子を買ってくだ

子だったら︑この美味しい

客さんには︑饅頭でしたら︑

さんのお菓子を売って︑お

作らずに︑地域のお菓子屋

ですから︑新商品をあまり

大川 檄をとばすんですよ︒

尾関 檄をとばされている︒

と思う訳です︒

そして︑私も何度も

大川

て︑前と後ろに駐車場をま

尾関

となりました︒この建物は︑

すけど︑岩手の釜石と︑伊

れでも営業か︑販売員か︑

へ商品開発しなくちゃなら

た買って︑ここに﹁箱根グ

だったらみなさんアウトレ

天城湯ケ島町の庁舎です︒

豆と︒やっぱり工場として

です︒

東京って︑次から次

Ｎｏ・１というか︑

そうですか︒軽井沢

湯ケ島町で︑

年くらい前

セレクションコーナ

ないでしょ︒その度に生産

ランリビエール﹂と︑名付

ットに入ろうとか︑どこか

庁舎が空いてしまったので

商品開発しようって︑必ず

いております︒

効率が悪い︒パッケージ屋

け﹁箱根ラスク﹂という名

のテナントに︑と思うとこ

すが︑建物もものすごく丈

のファクトリーとしてのＰ

うちの会社も言うんです︒

どこも一緒です︒那

コーナーがあるわけですね︒ ても売っていくくらいの根

こまでなのですが︑急成長

３０坪の土地を購入しまし

した年ですね︒それも東京

さんは儲かりますが︵笑︶︒

前で展開しています︒小田

ろでしょうが︑やはり自社

Ｒをしながらというカタチ

震災があった２０１

要するにいろんな商品が増

原西武さんや︑海老名のＳ

店舗にされたというのは︒

夫で︑敷地も２千坪くらい︑

ですね︒

今︑那須︑箱根︑軽

えれば増えるほど︑作り辛

Ａなどで販売しています︒

やはり先方の都合で

建物も１千坪くらいかな︒

それはどういうこと

くなるし︑原料も変えなく

国立公園の中ですから︑商

大川

これを地域の人たちを雇用

６５０坪くらいの土

されて︑そこからさらにア

て︑もともと︑コンビニで

ラスクについてはこ

イデアが爆発されたわけで

すが︑そこを改装して︑ラ

尾関

地元伊豆にも工場開設

すね︒リゾート地にも出さ

から那須に出して勝負しよ

なかなかそこには気

れていますが︒那須のお店
スクとカフェ﹁那須ラスク

てはならない︒でも観光地

売敵がいない︒そういった

出て行ってくれ︑というこ

私は最近︑商品開発より︑

次号に続く︒

いままでにない発想

この﹁◯◯饅頭﹂を︑洋菓

というのは︑固定のお客様

点でもいいと思います︒

とだってあるじゃないです

わたしもお菓子屋を

が︑せいぜい年２回くらい

尾関

が︒

しか来てくれないです︒去

以上の店舗ですね︒軽井沢

やはり﹁工場﹂とい

年来たら︑また来年も来る

でも︑どちらも１億
ような人がほとんどです︒

みなさんもびっくり

についてお話いただけます

ですか︒

観光地へも出店

くなったので︑まだ売上げ

10

なものでもいいわけです︒

30

21

うというのもなかなかない

伊豆店

10

那須街道を上がって

19

テラス﹂という店にしまし

10

1

スパンにはコーヒーとか飲

大川 吉美 氏（株式会社グランバー 代表取締役）

の人生

その当時︑山形のシベール

七転び八起き

か︒

那須店

10
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日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会は

回デザート・スイーツ＆ドリンク展

２０１４年４月２日（水）～４日（金）に東京ビッ
グサイトで第
を開催しました。同展では「アメリカ菓子のバラエ

リカ菓子についてご紹介を

リンク展では過去２回アメ

デザート・スイーツ＆ド

グリットの製菓材料、オラ

パン原料、フランスのマル

ツのウルマ・シュパッツの

り、有名なところではドイ

ティ」をテーマに講演を行いました。

しているので、今回はさら

パンブランドがあり、世界

ＣＳＭには様々な製菓製

の工場が多くあり、大手の

には冷凍ケーキ、冷凍パン

グの工場がある。アメリカ

に発展させてお話をしたい。 ンダにはフルーツフィリン

の売り上げとしてはアメリ
コーヒーチェーンなどに納
めているが、ロスアンジェ

％、ヨーロッパで

％の割合で、世界中の材料
ルスの郊外あるベークマー

カで

を世界中のお客様に紹介す

が、アメリカのお菓子を作
る上で欠かせない材料とな
っている。このミックス粉
でマフィン、パウンドケー
キ、クッキー、様々なもの
を作る。最近、新たにミッ
クス粉を使ったレシピ集も
作った。
今日は、本展示会に合わ
せて来日したアメリカの技

歳で

術者ロイ・アトウェル氏に
聞く。氏は現在、

年間もアメリカのベーカリ
ー事情に通じている。１９
９３年からベークマークＵ

メリカンクリームケーキミ

いただいている材料は、ア

らう。

リカのお菓子を説明しても

らオーセンティックなアメ

ＳＡで仕事をしている彼か
ックス粉を主とするブラン

ックスというミックス粉だ

日本でも去年から使って

もコーヒーに合うドーナツ

ドで知られている。

を作っていけないかと考え

いる。ウエスコという全米

がアメリカ菓子のおもしろ

のシェフに使われているミ

パ９ヶ国に

さである。アメリカの菓子

もともとパリのフォション

………１００（％）
全卵………………………
％（または牛
ル氏がマンハッタンで開店

アーモンドパウダー……

乳）………………………

生クリーム

し、作ったものがクロナッ

る。
低速１分
速１分

低速２分
生地温度

℃

中

ｇ（直径７㎝
の焼ぎドーナッツ型使用）

生地重量

～

③溶かしバターを加える。

掻き落とし

アーモンドパウダーを加え

②生クリームまたは牛乳と

では、クロナッツは誰が

で修行したフランス人パテ

○材料

作ったかというと、ドミニ

ないが、アメリカでは基本

日本でもここ１年、本当

大切である。

ィシエで、その後、ニュー

食べやすいドーナツの売上

的に朝食べる食べ物で、各

のコーヒーを目にする率が

ヨークの三つ星レストラン

プレーン生地

が伸びる。それくらいアメ

地にある家族経営のドーナ

高まった。コンビニでも昔

・ダニエルでシェフパティ

クリームケーキミックス

日本ではドーナツはいつ

オーセンティックなアメ

ツ屋さんで、前日に買って

では考えられないようなお

シェをしていた。ニューヨ

食べるかあまり決まってい

リカ菓子をさがしても、ア

朝食に食べるか、通勤途中

いしいコーヒーが１００円

ーク最高のレストランのデ

てみたので、今日はそのレ

メリカのペストリーショッ

に買って食べることが普通

で飲めてしまう。日本の市

業界はこういうことの連続

プでは行っても見られず、

である。ドーナツは、朝、

場調査でも、最もコーヒー

ザートを作っていたわけ

ク・アンセル・べーカリー

コーヒーショップのフード

コーヒーか紅茶で食べるた

に合うフードがドーナツと

リカの生活にはドーナツが

の中に見ることができる。

めの甘い食べ物だから、甘

いう結果も出ている。これ

シピを発表したい。

ペストリーショップはフラ

くないのは存在しない。ア

から日本の市場でもドーナ

で、発展してきた。日本で

ンス、イタリア、ドイツな

メリカではこれだけ甘くて

焼きドーナッツ

ど外国のおしゃれなお菓子

もドーナツはスイーツでは

ツの重要性はさらに増すは

ていないわけではない。例

ーナツは昔から全く変化し

そのようなアメリカのド

朝食であるドーナツとフラ

したシェフが、アメリカの

フランスの菓子を知り尽く

たのではなく、アメリカと

ッサン生地で作ったら出来

○工程（ピーター使用）

粉糖……………………適量

ナッツ…………………適量

コーティングチョコレート

○仕上げ

………………適量

加え、ミキシングの最後に

時にココアパウダー

にする場合、ミックスと同

※生地をチョコレート風味

ョコやナッツで飾りをする。

④冷めた生地に溶かしたチ

なく、フード類であり、朝

だから、アメリカのドー

えば、去年、人気が出たの

ンスの朝食であるクロワッ

①ミックスと全卵を合わせ

アメリカのお菓子は基本

焼成温度（コンベクション

ナツショップではコーヒー

はニューヨークで生まれた

サンを合わせて作った。こ

ずである。

が大切な位置を占めてい

クロナッツというクロワッ

れは世界で最高のものが集

御飯でお腹を満たすために

て、お客様はコーヒーとド

サンとドーナツを合わせた

る。

的に砂糖が多く入り、甘く

が多い。フランス料理でデ

ーナツの両方を買いに来

お菓子である。私の同僚は

低速１分

べ方が異なる。

分

ザートは食べてから、最後

る。アメリカ人にとって、

まるニューヨークだからこ

速３分

オーブン） １８０℃

にコーヒーを飲むのとは食

ドーナツはコーヒーに最も

そできた流行で、ほかの国

13
合わせる。

チョコレートチップ

焼成時間

オーセンティックなアメ

２時間並んでも買うことが

ではできないだろう。そこ

％を

10

10

べる。子供はミルクと一緒

リカのドーナツは甘くて、

合うフードで、これは昔か

できなかったし、今でも行

％を

砂糖やグレーズがかかって

列ができている。

中
ら変わらない。アメリカで

入っていたりする。

掻き落とし
は経済が下降すると、一番

…………………

無塩バター（溶かしておく）

だ。そのドミニク・アンセ

屋さんであり、アメリカ菓

ロイ・アトゥエル
氏の説明より

50

いたり、中にフィリングが

食べるものである。

子は売っていないのだ。

焼きドーナッツ
のドミニク・アンセル氏だ。

クＵＳＡという支社ではア

（ＣＳＭインターナショナル）

メリカ菓子の材料を作って

安島成美氏・ロイ＝アトウェル氏

工場持ってお

45

69
22

19

て必ずコーヒーと一緒に食

30 20

11

ることが使命だ。ヨーロッ

アメリカ菓子のバラエティ
ツである。何となくクロワ

35

50
10 40
30

55
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（９） 平成26年８月15日

株式会社シー・アイ・シーでは︑クリーンドクタ
ー講習会を同社会議室にて開催し﹁構造及び運用的
要因におけるネズミ・昆虫発生要因﹂をテーマに講

カットやＬＥＤにすると虫

習を行いました︒
昆虫が発生する構造的な
の混入は防ぎやすくなる︒

項目を

要因︑運用的な要因や捕虫
器関連について︑
あげる︒

２︑ 照 明 の 低 演
色性
演色性の低い黄色蛍光灯
を使われている現場では︑

を飛ぶ︒ＵＶカットの照明

エリアにあると︑その辺り

ＵＶの出ている照明が生産

︵紫外線︶に誘引される︒

昆虫は最初に見えたＵＶ

い︒もともと黄色蛍光灯は

カットの照明に変えてもい

らず︑演色性を保てるＵＶ

とがわかる︒黄色にこだわ

とか︑虫が発生しているこ

えると﹁カビが生えていた﹂

らい︒高演色性の照明に変

汚れやカビの状態が見えづ

にすると︑虫は照明から出

その①

めたほうがよい︒

する場所はＵＶカットを進

が高い部屋で︑製品が曝露

こる︒湯気が出てたり湿度

かそのまま落ちることも起

況がある工場は︑注意が必

で︑このような排水溝の状

ないと悪化する一方なの

の状況が起きたら修繕をし

し︑殺虫剤も届かない︒こ

した場所は掃除もできない

ていた工場があった︒そう

た︒見えないところでこう

ビが生えやすい状況だっ

でも結露が起きており︑カ

天井裏を走っている冷媒管

外の空気を吸引していた︒

つながるがらりの部分から

た工場の例では︑天井から

まれる︒チャタテムシが出

の例では︑梱包エリアの近

いうことが起きている︒他

要だ︒

４︑排水系統不
良環境
排水溝のスチールの鋼材
と外側のコンクリートは︑

羽が重くなり︑高く飛べな

ら虫が発生する︒例として︑

て︑掃除ができない場所か

物が入り込むすき間ができ

していく︒進行すると有機

徐々にコンクリートを溶か

ト の す き 間 に 入 り 込 み︑

の排水が鋼材とコンクリー

る︒食品工場の場合︑酸性

ら侵入してくる︒封水の切

し︑人の見えないところか

生えてチャタテムシが発生

露を起こす︒するとカビが

と︑冷蔵エリアの上空で結

温かい空気が取り込まれる

空気を取り込むが︑夏場に

陰圧の工場はすき間から

けでなく︑カビの発生原因

た︒陰圧はほこりが入るだ

が生息する状況が起きてい

ビが繁茂し︑チャタテムシ

のすき間に結露が起きてカ

に引きずり込まれ︑たて壁

温かい空気が工場の天井裏

ん引きずり込まれていた︒

でほこりが天井裏にどんど

くに冷蔵空間があり︑陰圧

くなる︒食品工場内でＵＶ

れている排水溝があると︑

５︑構内陰圧環境
からの連鎖的被害

カビや汚れの有無をチェッ

鋼材と排水溝のコンクリー

高さが違うのですき間があ

クするとよい︒

カット機能のない照明の下

にもなるので︑こうした連

虫の活動を抑える農業面で

閉めされる扉が結構壊れや

シュを設置したほうがよい︒

ところでは﹁開けてはだめ

辺の岩縁に隠れている︒ち

葉が堆積している場所や海

場では︑その下が虫の住み

に消火栓が置かれている工

ロゴキブリがいた︒床や壁

飛散しない工夫をする︒

テンを使用し︑周りに粉が

テンなど１枚の大きなカー

簡単に掃除できる防虫カー

分からはい上がってくる︒

い封水の構造では︑暗渠部

ブリの体の大きさよりも浅

が少なくなる原因になる︒

採光用の窓は︑虫の捕獲

４時間

３︑構内高湿環境

捕虫器に自動的に向かう︒

鎖的な被害も起きやすい︒

面のガラスはＵＶカットが

奧のほうにいるチョウバエ

なかなかかけられないが︑

は空気の流れで引きずり込

いない︒場所によっては演

掃除しないと下にたまった

捕虫器に捕まるクロバネキ

トの間が熔解し︑排水溝の

色性の高いものに交換し︑

虫の死骸が近くの製品に落

下にもう１つの水路ができ

発達してきたもので︑汚れ

虫が出てくるので︑封水の

ちる︒設置位置にも注意が

で蒸気が出ていると︑虫の

が見えることは考慮されて

管理が重要だ︒暗渠の中に

羽が重くなり︑いつの間に

特に製品を曝露している上

機物が食い込み︑カビが生

はクロゴキブリがいること

昆虫は湿気が高くなると

空エリアは︑優先的にＵＶ

えて︑チャタテムシの発生

虫は多いのに少ない数字が

んな水でも流れていく先

につながる︒粉を使うエリ

出てきてしまう︒ざらざら

に︑物やすき間があると︑

がよい︒下にトレーがある

た︒業者のドア閉めが不十

管でできている配管は︑長

虫の発生源になる︒例では︑

捕虫器は︑虫がたまるので︑

ュ以下の網戸では︑微少な

らく経つと溶けるので︑塩

が生息しており︑ここの水

昆虫が簡単に侵入できる︒

分だった︒工場のルールを

ビ管の暗渠よりもリスクは

ノコバエなどは︑窓際にじ

が枯れてしまうと奧にいる

メッ

知らない人が出入りすると

必要︒

面のでこぼこの中に入る︒

の部分が急に動かなくなっ

例えばチョウバエは

こういうことが発生する︒

も多い︒ゴキブリは封水が

そこはいくら掃除しても有

て閉まらなくなったり︑陰

シュでも侵入できる︒食品

アでは︑なるべくメラニン

ところは虫が出やすい︒掃

圧の部屋では空気の流れが

工場の場合︑もっと小さな

消火栓自体も次亜塩素酸の

浅いとそのまま出てくるこ

除した時の水に限らず︑ど

邪魔をして閉まらないこと

高い︒フサヒゲハヤトビバ

とも報告されている︒ゴキ

いた︒こういう状況になっ

が起きる︒扉が閉まらない

ひどい場合は︑働いている

合板のようなつるつるの素

ている工場は多い︒特に土

屋外に隣接する建具はチ

昆虫がいるので︑網戸には

材がよい︒後付であれば︑

６︑屋外に隣接す
る建具管理不良

ェックされないので︑開け
と︑空気の流れに沿って虫

影響でボロボロだったが︑

当社がドアカウンターで

だ﹂という抑止力としてド

かになっていることがあ

ト処理が必要になる︒

捕虫器よりも窓のＵＶカッ

がある︒こうした環境では

匹しか捕まっていない状況

っとしており︑捕虫器に１
動かしたらワラジムシやク

メッシ

計った時︑開け放しの状況

ょっとしたすき間があれ

捕虫器よりも太陽光のほう
ば︑十分行き来できる︒ハ

︑捕虫器設置
位置不良３

排水系統︑暗渠の部分で

では︑配管のジョイントの

入してくる︒ある工場の例

れ︑奧のほうにいる虫が侵

いと︑いつの間にか水が枯

る︒封水の状況を管理しな

も止まらない状況が生まれ

で︑排水をチェックする︒

根本的に直すしかないの

たまっている︒その場合は

したすき間に腐敗有機物が

には︑暗渠の中やちょっと

ヤトビバエが出てくる工場

けられる︒

ければ︑こういう状況は避

ものを設置しないよう心が

る︒水が流れ込む先の床に︑

水になっているところは定

なっていることがある︒封

らなくなって︑枯れ放しに

屋の運用が変わり︑水が入

かのぼることはないが︑部

いれば暗渠の中から虫がさ

排水は︑通常水が張って

ンから３ｍ以上離したほう

入の観点から捕虫器はライ

すぐ近くに落ちる︒異物混

虫もいるので︑絶命すると

を保ち︑飛んでいるだけの

捕虫器の周りで一定の距離

ぼろになり︑死骸が落ちる︒

は︑誘引灯の紫外線でぼろ

足だけ捕まっている状況で

捕虫器に羽の片方だけや

い状況を作り上げないと︑

太陽光やＵＶが入ってこな

かけるか︑遮光用の素材で

工場の場合︑ＵＶカットを

一致しなくなる︒こうした

なり︑実際部屋にいる数と

て捕虫器の捕獲数は少なく

どの虫は窓際に行く︒従っ

されていない場合︑ほとん

でいる窓で︑ＵＶカットが

の発生源に向かってしまう︒

考慮しないと︑近くのＵＶ

に向かう︒捕虫器の位置を

トしていない照明や非常灯

なくなると︑虫もＵＶカッ

だ︒捕虫器からの光が見え

の物陰に置かれている場合

よくあるのが︑機材や資材

捕虫器の設置位置不良で

が強いＵＶを出している︒

は︑特に震災以降︑配管が

部分が離れ︑排水が両サイ

ざらざらの壁面やコンク

期的な点検が必要である︒

︑捕虫器設置
位置不良１

ジョイント部分で割れ︑本

ドに流れ出て︑周りにもう

リートの壁面を工場の粉体

暗渠の奧のほうには大体虫

太陽光が工場内に差し込ん

来流れていくべき場所では

１つの水路ができあがって

使用エリアに使うと︑梱包

︑排水ピット
封水管理不良

ないところに︑生産処理の

掃除をした後の水が︑壁

を開ける際︑飛び散り︑壁

９︑紛体使用エ
リアでの壁面凹
凸環境
水や汚水が流れ出ているこ

いた︒配管清掃をしても底

のすき間や消火栓の下に流

８︑清掃汚水動
線上の隙間環境
とがある︒このような状況

れ込んだりする︒こうした

次号に続く︒

のほうにたまった汚泥や水

11
は︑とれない状況になって

７︑排水系統の
暗渠内排水不良

アカウンターを使う︒

12

47

が起きると虫の発生源にな

10

も中に侵入する︒
30

26

が続き︑たった１回なのに

30

り︑食品工場内を清掃して

13

︑捕虫器設置
位置不良２

エは︑すき間や暗所に行く

分という数字が出

危害要因事項②
【照明の低演色性】

習性がある︒屋外だと落ち

講師：大木 伸介氏 （〈㈱シー・アイ・シー〉分析センター・技術サポート部）
方が暑いと言って開けてい

ネズミ・昆虫発生要因
る工場もあった︒こうした

構造及び運用的要因における
メッシュより細かいメッ

るＵＶが見えなくなるので

１︑ 外 部 隣 接 エ リ
アや製造現場上空
の照明ＵＶ環境

24

すい︒建具のラッチロック

危害要因事項⑤
【構内陰圧環境からの連鎖的被害】

平成26年８月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
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（第三種郵便物認可）

第905号

第905号

東京都菓子工業組合では疋田文明氏（元気塾）

を講師に迎え「元気な会社の元気な経営」につい

て講演会を開催しました。

業績が良かったのは

年以

上前のことだ。現在、売り

分の１以下で、

場面積は倍になっている
が、利益は
赤字になったこともある。
ヨーカドーグループの利益

その①

年たつにつれ

ある。京都に堀場製作所が

営がおかしくなるケースも

ただ、お金があり過ぎて経

えて言えば、資金力になる。

があるように言われる。あ

大企業に勝つためには、人

もいる。中小企業が中身で

クラスの人材は中小企業に

の仕事をちゃんとしていく

だろう。しかし、自分たち

出た人は、大企業に負ける

だ。数からいったら東大を

体の仕事を理解できるか

ルが上がっていく。会社全

していると、必然的にスキ

ところで皆で見合って仕事

ことがたくさんある。狭い

職人の仕事は、見て覚える

緒に仕事をしている。特に

開したり、業績が伸びると

かしくなる。例えば株を公

「お金に余裕ができるとお

か」と聞いた。堀場さんは

ておかしくなるのはなぜ

た。中小企業の現場は１つ

る、人材で勝てるとわかっ

たら、中身で大企業に勝て

言 っ た。「 中 小 企 業 に 行 っ

り、また本体に戻った方が

長から子会社の社長にな

で勝つしかない。商社の部

に近いので、判断を誤らな

ける。１つはトップが現場

弱みよりも強みに目を向

る土壌がある。

ら、中小企業は人材を育て

年、

ある。堀場さんに「いい企

銀行は『いくらでも使って

の専門分野を持つだけでは

い。現場を見ているから、

ーの店頭で幕の内弁当を買

業が

下さい』となる。そこから

ない。多くの分野に能力を

自分で判断できる。いい中

い、自分のところの新しく

は、４分の３をセブンイレ

甘いお金が入ってくる。お

発揮できる人材がたくさん

小企業でも、大きくなるに

の研究を一生懸命にするこ

作った、きれいな器に移し

や伸び率は中小のほうが圧

金がない時は、とことん考

いる。大企業には１つの専

つれておかしくなるのは、

とは当たり前で、スーパー

替える。それを持っていき

アベノミクスのおかげ

え抜いていたが、資金に余

門分野を持った人がたくさ

トップが現場から離れ、後

様に向くことが大切だ。特

のことも研究したからだ。

「これならいくらで売れま

ブンが稼ぎ出している。売

裕があると問題があった

んいるが、自分の仕事しか

は伝言ゲームをしているか

にメーカーの職人は「いい

広島の福山にエフピコと

すかね」としている。貧相

倒的に強い。最も顕著に出

時、お金で解決してしまう。

興味がない。仕事はみんな

ものを作ればいい」という

いう会社がある。量販店向

なトレーに入れた時は３９

か、今年に入ってからは、

で、的を絞り込み、高いシ

相互に作用しあっている。

らだ。最初と最後で話が全

思 い を 持 っ て い る。「 こ の

け弁当容器など、簡易食器

８円で売れていたものが、

ここで既存客を守るため、

取られる可能性も増える。

ンスは諸刃の剣で、他社に

る。ただ、新規獲得のチャ

提案はないかと待ってい

思っていない。何か新しい

が嫌というほどある。ただ、

絡が取れていなかったこと

は、大事なお客様と一日連

てくる。このように現場で

るうちに、退社時間も迫っ

時もある。そうこうしてい

とする。しかし、とれない

寧に応対し、連絡を取ろう

ら、クライアント企業の抱

ぎない。提案営業というな

さい」これは売り込みに過

のがあります。使ってくだ

とができます。こういうも

多 い。「 う ち は こ う い う こ

みに終始しているケースが

い。しかし、単なる売り込

提案無き営業はあり得な

込みに成功したのか。お茶

たからだ。では、なぜ売り

パーへの売り込みに成功し

日本一になれたのか。スー

ぜ、後発の伊藤園がお茶で

業界の歴史も研究する。な

ならない。クライアントの

様のことを研究しなければ

のためには、徹底的にお客

と具体的に持っていく。そ

で「これは解決できます」

えている悩みを理解した上

る。実際にイトーヨーカド

が売れています」としてい

トに「今はこういう売り方

り、自分たちのクライアン

をもらってデジカメで撮

のが売れているのか。許可

のか。弁当ならどういうも

ういう売り方が売れている

社に上がってくる。今、ど

トレーを使いたい」と、本

らう。すると「エフピコの

回り、店から声をあげても

がないから、ひたすら店を

をする。エフピコはルート

と言われているという。

いから覚悟しといてくれ」

らいつ切られるかわからな

れど、次の提案がなかった

されたからうちに入れたけ

「あなたのところは提案を

う。イトーヨーカドーには

から研究して提案したとい

していない」といった。だ

う」と言ったら「いやいや、

者も研究しているでしょ

る。私は「スーパーの経営

円高くても買ってもらえ

小売業で一番いいのはし

売り上げを伸ばすため、

シェアを伸ばすためには、

最盛期にＩＢＭとコカコ

ない。

う。従って、皆が先ずお客

どういう取り組みが大事な

営業に力を入れる。これは

意志決定の早さ

坪で、一

まむらだ。こんなところに、

ェアをとることを続けてい

このように会社全体の経営

相互作用をするところが一

然違うことがある。

お客様が自分の給料をくれ

の日本一の会社だ。ここも

り場面積も平均

という場所に店を出してい

が甘くなり、おかしくなる

番力を発揮する」という。

電話を取った方が「このお

ている」と思えない。そう

提案力だ。先発メーカーは、

番伸びている。ヨーカドー

な苦労している。次に厳し

る。しまむらは小さな商圏
けば、中小企業は中身で大

ケースがたくさんある」と

中小企業は狭いところで一

客様がみんなの給料を払っ

いう思いを持てるかによっ

ているのが、小売業の世界

い状況にあるのは、大手ナ

に的を絞り、高いシェアを
企業に勝てる。

もう１つ弱点に思われる

営業マンを増やしたり、営

てくれている」という思い

て、変わってくる。営業だ

だ。よく、小売業ほど大型

ショナルチェーンの量販店

取るやり方で、大きくなっ

ことは、人材がいないこと

業を叱咤すればいいと言っ

があれば、対応は変わって

４９８円で売れると言われ

明るい話も増えてきた。し

だ。イオングループ、ヨー

た。この小さな店を全国に

いつするのかといいたい。

ているのではない。全社営

くる。自分からお客様に連

ヨーカドーの店に行かずに

る。そうすればトレーが

かし、厳しい状況が続いて

カドーグループはグループ

展開している。もともとは

一般的に中小企業は弱点

日本は少子化が進んでいる

業の勧めである。ただ、全

け頑張っても強化にならな

本社に行って購買担当と話

の資本力で伸びたと言う方

全体で史上最高の利益を出

埼玉の東松山の呉服屋だ。

なければならない。売り上

ので、マーケットの大きな

社員を営業マンということ

絡を取ろうとするだろう。

い。

店が有利だと言われるが、

している。しかし、大型店、

ものづくりの世界でも同じ

げの伸びと同じ比率で経費

伸びは期待できない。マー

ではない。全社員が「自分

するとお客様の印象が違

いることは間違いない。た

例えばヨーカドーグループ

に何を遺したらいいのか」

が伸びたら意味がない。こ

ケットが小さくなっていく

たちの給料はお客様が払っ

より多くの富を創造する

のか。１つは営業力の強化

提案営業

ためには、売り上げをどう

だ。今、営業力を強化せず、

トップが現場に
近い

のメガストア部門が、一番

との講演で「一番遺さなけ

れには２つ理由がある。１

なか「従来通りの売り上げ

てくれている」という思い

がいるが、親会社はセブン

私は中小企業のほうがお

う方がいた。この人は企業

ればいけないのはお金だ。

つはより多くの富が創造で

を 維 持 し よ う 」「 伸 ば し て

を共有して持てるかだ。

イレブンに反対していたの

もしろいという考え方を持

の役割は富の創造だとい

だから、お金をためる人、

きていないこと。もう１つ、

いこう」と思えば、シェア

例えば、営業マンが出払

本当にそうなのか。小売業

っている。売上や利益総額

う。富はアウトプットとイ

遺す人を卑下するな、揶揄

大震災など外的要因がある

を拡大するしかない。これ

っている時、お客様から電

の世界で一番苦労をしてき

は大企業が強いに決まって

ンプットの差だ。単純にい

するな。孤児院、教会を建

ので、売り上げは急に止ま

は営業力にほかならない。

話がかかってくる。電話を

だ、伸びている会社がたく

いるが、１人当たりの利益

えば売り上げとコストの

てるのにお金がいる。だか

ることがある。しかし、経

今は新規顧客獲得のチャ

さんあることも事実で、元

意志決定の早さは本当に

差。産業革命以前、富の創

ら、お金は大事なものだ」。

費は急に止まれない。この

ンスである。閉塞感はある

で、問屋ルートはゼロから

武器になる。高崎にあるラ

造を担っていたのは農業で

その後、キリスト教徒らし

ため、どんな状況でも会社

たのは百貨店である。長い

スクの原田さんは、チョコ

ある。春先にもみを蒔き、

く「清き心でお金をためよ。

の安泰のため、常に損益分

とった方はメモを取り、丁

気のいい会社になるために

レートを延ばすドイツの機

秋に収穫する。この差の利

清き目的でお金を使え」と

が、皆このままでいいとは

開拓されたという。

械を入れている。そこに、

益が富になっていく。産業

言った。今の法令遵守と富

岐点を下げる努力をしなけ

間、小売業の王様と言われ

大手菓子メーカーの方が

革命以降は、発明や技術が

の配分も、同じことを言っ

ればならない。

たが、三越、そごう、みん

「見せて欲しい」と来たが、

富を生み出す。必然的に企

ている。税金云々という方

どういう取り組みをしたら

導入するまでには１年半か

業はその担い手になった。

もいるが、それ以前の問題

いいか、お話ししたい。

かったそうだ。ハラダさん

従って、企業が利益を出す

中小企業のほう
がおもしろい

は、その間に機械を３回更

ことは、それだけ社会に貢

伸ばすかとトータルで経営

営業力の強化

コストをどうするかを考え

で、公平感がなくてはなら

明治時代のキリスト教学

富の創造

者の内村鑑三は「次の世代

次号に続く。

ーラのコンサルタントをし

いう。

新している。このように意

30

ていたミュラータイムとい

20

中小企業の弱点？

志決定の差がある。

疋田 文明氏 （元気塾）

として、国に貢献をしてい

元気な 元気な
の
会社
経営

20

献していることだ。もう１

20

10

ると考えたらいい。

10
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つ、大事なことは富の配分
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洋菓子講習
日本菓子専門学校

⁝⁝⁝⁝２００ｇ

にかける︒

︻組み立て︼

１７０℃

〜

分

フィチュールを平らにのば

︻仕上げ︼

す︒残りのＡを格子状に絞

型にＡを半量絞り︑コン

のグラニュー糖とペクチン

℃位になったら︑残り

をあわせたもの︑レモン果
オーストリア︑リンツの

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝０・８ｇ
レモンパウダー⁝０・８ｇ

る︒卵をぬり︑アーモンド

熱が抜けたらプードルデ

シナモン⁝⁝⁝⁝１・６ｇ
汁を加える︒あくを取りな

た風味豊かな焼き菓子です︒

コンフィチュールは︑市

販のものでもかまいません

が︑糖度が低すぎるときれ
いな層になりません︒

大賞にはホールセール・

実施した︒

コンビニエンス製品部門に

カリフォルニア・レーズ

ベーカリ

回カリフォル

ン協会は第

ニア・レーズン

坂田秀和氏︵リバーフィー

香

ン﹂︵写真下︶が選ばれた︒

ロマージュレザンシトロ

エンタープライズ︶の﹁フ

片山潤氏︵ホテルオークラ

よるアメリカチーズ大賞は

カ乳製品輸出協会の協賛に

が選ばれた︒また︑アメリ

ば し さ と 共 に ﹂︵ 写 真 上 ︶

っちり甘味噌レーズン

︵東京ポンパドウル︶の﹁も

リー製品部門に尾関智之氏

ンストア・リテールベーカ

京 都 和 束 産 ほ う じ 茶 ﹂︑ イ

ル ド ︶ の﹁ 和 風 レ ー ズ ン

ー新製品開発コンテストを

フロマージュレザンシトロン

コンテスト

新製品
開 発

もっちり甘味噌レーズン 香ばしさと共に

ベーカリー

カリフォルニア・レーズン



コールをふりかける︒

バニラオイル

伝統菓子︒スパイスの効い

グラニュー糖⁝⁝２００ｇ

教師

︻基礎編︼
高倉 美香
スライスを散らし焼成する︒

45

がら１０４℃まで煮詰める︒

60

Ｂ．コンフィチュール

ペクチン⁝⁝⁝⁝⁝⁝１ｇ

冷凍ラズベリー⁝２５０ｇ

Ø㎝
レモン果汁⁝⁝⁝⁝⁝６ｇ

Linzertorte
粉糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝１６０ｇ

リンツァートルテ

40

23

２台分

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝２００ｇ
粉末ヘーゼルナッツ

３のグラニュー糖を加え火

冷凍ラズベリーに約２／

Ｂ

ゼルナッツを合わせる︒

ふるった薄力粉と粉末ヘー

パイスを加える︒合わせて

粉糖をすり混ぜ︑卵黄︑ス

やわらかくしたバターに

Ａ

︻仕込工程︼

プードルデコール

アーモンドスライス

艶出し卵

Ｃ．仕上げ・その他

※２００ｇ使用

Ａ．リンツァー生地

ｇ

バター⁝⁝⁝⁝⁝２４０ｇ
卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

リンツァートルテ

18

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
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