年度事務局連絡報告会を開催した。

年

年は生産量が減

化し、持ち越し在庫で対応

が、製品の需要の伸びが鈍

粉用米の需要は増加した

等の用途取組状況だが、米

推移している。新規需要米

づき生産されている。近年、

地と実需者の間で契約に基

らない米穀で、従来から産

される需給調整の対象とな

原材料用等米穀として生産

工米飯・米菓・焼酎用等の

加工用米は、清酒用・加

したので

後の作柄や過剰作付状況に

と仮置きしてあるため、今

生産数量目標が７６５万㌧

０万㌧程度あり、需要拡大

したが、潜在的需要は４５

されたことで一時的に減少

産備蓄米や加工用米が推進

を占めている。このような

が拡大し、全体の三分の二

ない各地域流通業者の取引

全国生産出荷団体を経由し

少した。飼料用米は、

よっては変動する可能性が

なか、

は７６５万㌧で主食用米等

も比例して減少した。しか

に伴い、生産量、作付面積

年７月の米トレー

が期待される。輸出用米は、

の供給量の合計は９８７万

主食用米の需要量の減少

主食用米の生産数
量目標・生産量・
作付面積の推移

ある。

年産より見直し

生産者と需要者が生産・販売を自ら決定

米政策
全菓連では８月８日、東京・南青山会館で
同会には各県組合の事務局員、農林水産省生産局農産部農産企画課佐々木指導官、

年産から見直

同足立係長、全農穀部原材料課柿原氏、清水氏、株式会社神明ホールディング米
穀本部仕入部五百井課長、山本氏が出席した。米政策については
し、需要者が生産者にニーズを伝え、生産者が主食用米や加工用米をどれだけ作

た。この分を控除すると民
間在庫は２２２万㌧であ
年産の生産数量目標

向の進展などが理由に考え

る。

られ、毎年８～９万㌧減少

の増加による食の簡便化指

るかを決めることが検討されている。

農水省からの説明
現在の米の需給状
況
年主食用米等需

㌧、

政府としても米と米加工品

達）の施行により、加工用

サビリティ法（産地情報伝

年の価格

の輸出促進を図っているの

・

途への国産米のニーズが高

年産は生産数量目

万㌧削減のなか、産

は需要者の希望に沿った形

作柄にもよるが、部分的に

地は作付意欲も高いので、

標が

じた。

高により、需要と供給が生

まったが、

で、今後伸びると考える。

年産が２年連続で

主食用米の価格の
推移
・

上昇した。

年産は 年産
し水田の利用状況は、減少

より約２千円安い。

・

していくとみている。総人

した部分を加工用米や新規

年６月

需要米が補う形で増加し、

年７月～

年６月末の民間在庫

で供給されると考える。

要量が７７８万㌧とする

加工用米を取巻く
状況
稲作の作付面積自体は、１
前後でほぼ一定で

は２０９万㌧で高い水準に

ように決めているのか。

と、

・

農水省：ＭＡ米の価格決定

口が減少に転じたこともあ

少する可能性がある。

し、価格等の面で国産米で

について、従来は国内産の

６４万

ということで主食用作付面

は十分対応し難い用途、特

くず米の価格に準拠した形

に加工用向けに販売してい
の

なる見込みである。ただ、

米政策の見直しに
ついて

会計年度において、

年産から生産者や販売

り、主食の需要はさらに減

は７８５万㌧である。
年産と２年連続米価が上

年６月末の民

通しでは、

年の主食用米等の需給見

１食あたりの米の使用量を
間在庫量は２５７万㌧ある

昇し、弁当などの業務用が、

減らして、低い水準になっ
万㌧は販売が

見込めなくなった主食用米

が、その内

７７８万㌧で、年々減少傾

る。

くず米の発生率が少なく価

業者が情報をもとに、自ら

格が高騰し、そのまま準拠

主食用米の需要が年々減

㌧はＳＢＳ方式での輸入が

すると、ＭＡ米も急に価格

を、米穀機構が需要のある

決まっている。加工用米は

が高騰する事態が生じた。

向である。食生活の多様化

年産は

年７月にト

万㌧程度販売さ

で決定していた。

年間

万

ていただく。ポジやネガの

れているが、

このため、決定方法を一部

万玄米㌧のうち

色分けもなくなり、生産者

レーサビリティ法が施行さ

見直し、くず米の価格に加

年間

して需要に見合った米の生

が主食用米や加工用米をど

れ、国産米のニーズが高ま

え、ＭＡ米の輸入価格を算

がどのように経営・販売を

産を推進している。政府と

れだけ作るかを考え、生産

ったことで、ＭＡ米の販売

するか考えた上で、生産し

して水田活用の直接支払交

する。需要者は産地や生産

量が少し落ちた。ただ、

少するなか、我が国の生産

付金の充実で、産地交付金

者に対しニーズを伝え、そ

価格決定の要素にしたた

装置である水田を有効活用

を昨年度５３０億円程度か

の中で助成金を活用し、お

年は特定米穀（くず米）が

め、

年産米の買入を決定し

ら、今年度８００億円程度

高騰したため、ＭＡ米に戻

年産のくず米価格は

ＭＡ米はガット・ウルグ

最近は特定米穀との関係も

ら国産米へ移動している。

回っているので、ＭＡ米か

市場に特定米穀が安価で出

いこともある。

ているがＭＡ米は下がらな

とにより、くず米は下がっ

した。両方の要素を足すこ

米の輸入価格は円安で高騰

安く出回っていたが、ＭＡ

～

まで増やした。加工用米で

互いに安定的な生産や原料

ってきたと思われる。現在、

定要素とした。この二つを
３年間の複数年契約を結ぶ

確保ができるように結びつ

ァイ・ラウンドの合意に基

あり、数量は上下している。

成をする。今年３月からは、

った生産が行われ、安定的

づき、１９９５年から導入

質問：ＭＡ米の価格はどの

提供しており、需要に見合

きめ細かい需給価格情報を

な原料調達ができるように

された。国が一元的に輸入

ＭＡ米の販売状況

環境整備も進めている。現

２・３面に続く。
在、行政から生産数量目標

と

きを強めて頂きたい。

飼料用等へ販売するため、

年の需要見通は

24

積を示しているが、５年後

・

平成
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（１） 平成26年９月15日

１面より続く︒

全農からの説明
全農の取扱い集荷数量が全

は３万㌧前後に縮小する予
想である︒

加工用米について

産から

年産に増加し︑

北︑関東甲信越︑北陸が中

ではないかについては︑一

提でお願いしたい︒違約金

つの考え方だとは思うが︑

れたので︑同数量の申込を

質問

が販売価格に比例するべき

な契約で︑取引数量の変動

頂いた︒

年産米の不足した時に産地

心で西日本の需要者は︑

の米が確保できなかった︒

年産は若干減少した︒これ
は︑備蓄用米との関係や︑

契約は履行され︑守ること

複数年契約は長期的

飼料用米の助成金制度の運
があるため︑違約金額を見

用が変わったことに伴い︑

年産米は︑加

年産加工用米は︑全体的

加工用米は︑主食用米の

万４千㌧あ
には

産地・銘柄で

傾向が続いていると考え

は︑例えば

が基本だと思う︒販売価格

減少していると考えてい

はないか︒例えば販売数に

に対するいくらという話

る︒ＷＣＳ用稲は︑子実を
年産主食用米の生産

直しして欲しい︒違約金は

生産数量目標の決定後に︑

る︒

生産者側に立っているので

非主食用米が決まるという
採らずに餌用として牧草を

・

見込みである︒契約に対す
転作の一形態としての位置

月末には全量契約の

年産の販売実績は︑７

り︑

じて︑もち米の契約栽培を
る

工用米が現行の販売価格よ

今年６月に各県組合を通

提示した︒契約栽培の基準

り安く︑８千円台であった︒

数量目標は

対し何％以内にする︑ある

分︑非主食用で取り込む︒

いは両者協議するなど譲歩

含めて利用する形態で︑九

万㌧減少した

州を中心に取組んでおり︑

１万２千円で一時的に高く

年産

できないか︒

付けである︒今後︑
に向け︑国で需要に対応し
このため︑備蓄米が前年の

月末現在で４万６千㌧あ
り︑去年の同時期と比べ１
順調に増加している︒備蓄

年産の基準価格

または販売価格を提示し︑
た生産を制度的に整備して

なり︑それで５千円になっ

０４％で順調に推移した︒

たというより︑あくまでも

月に出来秋の需給状況と

全農

米の取組数量が増えてい

取組を一定規制せざるを得

の関係のなか︑加工用米も

た︒このような非主食用米

の価格は︑前年より２千４

る︒そのなかで︑加工用米

㌧増えていると認識してい

しているので︑５千円は高

１・５倍の違約金を例に出

の資料に︑加工用の品代の

で︑履行されない場合︑生

交付金が国から出ているの

たい︒複数年契約は︑産地

加工用米は用途限定
米穀の位置付けになるの

万㌧に増加す

ると公表された︒飼料用米

買い上げており︑

万㌧から

万㌧を

り組みになっている︒ここ

・

末の繰越在庫︵産地在庫︶

年産米から毎年

米は︑国の棚上備蓄制度で

契約の抑制装置的なことで

いる︒現行は︑主食用米の

で︑取引にあたっての違約

違約金があると思っている

生産数量目標を受けての取

今年

は︑政策的な支援が確立し

ので︑このままでお願いし

産では７〜８万㌧位だった

在庫の見通だが︑去年
年

措置について明記する制度

月

作柄概況で±５％の範囲で

年

決定する︒今年度提示の契
約栽培の決定数量は︑

がある︒農水省消費安全局

が︑

る︒主食用米の需要量が減

米は前年の

万㌧から数万

数年︑加工用米以外の飼料

んでいる︒全農の推定する

り︑それに基づいて生産数

万㌧に増え

用米︑米粉用米の新規需要

適正在庫は２万〜３万㌧

年産で

月末で４万２千㌧を見込

が５万７千㌧あり︑今年の

で︑その水準からすると︑

年産は６︑１

産は全産地・銘柄で１３︑

９２㌧の申込で︑３ヶ年の

２６５㌧︑

合計が６５︑５４９㌧の成

出てくる︒それを誰が負担

産者側へ国から返還請求が

するのか明文化されてない

いわけではなく︑長い間こ
の水準であった︒これを下

百円下げた９千６百円で提

回る額に見直すとなると︑

ので︑契約を守られるよう

案した︒基本的には希望数

産地側に説明しづらい︒基

規制措置として行いたい︒

量通りに契約を締結した
い︒加工用米の複数年契約

本的には契約を履行する前

また︑複数年契約がほとん

度的な枠組みで目標をたて

年産加工用米の地

に対する国の助成も許可さ

月末以降の持ち越し

いる︒

域別取組計画認定数量は東

年

ながら毎年︑取組を行って

年

工用米の作付けを継続した

年産

年産が減少し︑

する形で︑飼料用米が

以降増加した︒それに呼応

が増え︑

がある︒加工用米は

ないし︑政策的な支援や制

月末に

万㌧が加工用米︑飼料用
米︑輸出用米など生産調整

地によって計画が変更にな

い声があったなか︑区画産

庫が増えた︒ただ︑昨年に

常より２〜３万㌧多く︑在

は︑約４万㌧の見込みで通

の結びつきができている︒

どなので︑ある程度の数量

万㌧か

の作物の作付けが可能にな

比べると減少しているの

入入札は︑上限が

年産の

万㌧へ修正され︑全量

る状況だった︒今後の見通

で︑需給の改善は進んでい

向けＭＡ米の販売が多いの

買い入れは

万㌧で７万㌧

ａあたりの直接支払交

増えた︒

だ︒

１１６万㌧積み上る見込み

２２２万㌧あり︑過去の在

・

ら

しとして︑この１・２年需

る︒生産量だが︑平年作で

は︑加工用米の価格が上が

落札された︒昨年

る︒加工用米は生産者の助

給バランスが合わず︑原料

万㌧割れる見込
に応じて５万５千円〜

〜

年米穀年度に︑加工用

ＭＡ米
成金の手取単価や設備の状

あれば︑

万㌧全

況︑作業効率︑複数年契約

確保は厳しい状況だが︑産

みである︒

年産買入契約は

れるため︑来年の

推移すれば︑減少が見込ま

生産見込み数量がこのまま

年産は作付抑制を行い︑

量目標が減ったことに関係

％で︑昨年

去年に比べ在庫は減った︒

する成約率は
度︑一昨年度と比べやや低
い︒
年産もち米の情勢は︑

１面より続く︒

神明よりの説明
米の需給状況

などで︑作付けが増加して

地と需要者結び付けを強く

量を入札したので︑在庫で

付金は︑加工用米が昨年同

し︑安定した取組を行う︒

売量は

年産の作付面

行した影響だと思う︒ＭＡ

ったため︑外国産米への移

入札の落札に対し７千５百

に１万２千円︑備蓄米買入

では多収性専用品種の取組

組に１万２千円︑飼料用米

加工用米の複数年契約の取

あった︒飼料用米は助成金

で︑それを加味した取組が

て増額という話も聞いたの

位で︑産地や実需者に対し

組もあった︒各市町村県単

で産地交付金を利用した取

年産と比べ下がる︒各産地

を取入れ︑利点のある取組

されているので︑その情報

り︑さらに各市町村で協議

で増額助成される取組があ

県でも︑独自の産地交付金

数量を確保したい︒一部の

特に３年の複数年契約で︑

ので︑契約の増減の対応は

者により在庫状況が異なる

る︒加工用もち米は︑需要

とで︑量が減ると見込まれ

地で生産調整を実施するこ

量

積は５万９千９百

販売・包装資材・規格の問

になると︑需要者に価格・

Ａ米から加工用米に置換え

り︑厳しい状況である︒Ｍ

まっているが︑まだ差があ

産数量目標の大幅減少から

飼料用米の工場がある関係

に太平洋側の関東地区に︑

なるので︑一部の産地︑特

１割前後減少した︒平成

ると︑主要産地では前年の

年産の種子供給から見

万㌧の分に対し︑各産

た価格帯で取引している︒

で︑ある程度一定の安定し

作付け自体が増えてないの

に増えたが︑要望に対して

調整により作付面積が大幅

個々で異なる︒また︑生産

ことは利点である︒

米から加工用米に置換える

感や品質に関して︑外国産

いう︒ただ︑消費者の不安

ないので︑普及は難しいと

題があり︑すぐに変更でき

米と加工用米の価格差は狭

円助成される︒このような

をしたい︒

転作面積が増えたため︑産

で増加した︒東北や新潟の

なか

地と検討した︒備蓄米の落

主産地では米が主力で︑加

もち米

札数量は昨年対比７万㌧増

ha

年６月末民間在庫
年非主食用の販

いると聞いた︒増加に伴い︑

後どこ向けに販売が決定す

︑生産

25
の単価が収量によって高く

万

庫量と比べても多い結果で

５千円︒産地交付金として

30

25
年産については︑生

全体的な米の販売価格は

様２万円︑飼料用米は収量

25

万㌧あり︑今

ある︒来年の生産数量目標

るか注目している︒備蓄米
年産が

年度
の在庫数量は︑

定され︑各県市町村へ割り

10

加し︑その分を差し引いた

32

や需給見込みでも︑
も２００万㌧以上の在庫量
万㌧ある︒

年産の在庫を
年産米が

昨年末から年明けにかけ

年産非主食用米
について

があり︑米穀業界には販売
が厳しい︒
消化したいが︑
出ているので︑後倒しにな
り厳しい︒作況は全国的に

年産生産数量目標が決

振りされた︒内容は７９１

て

11

22

年産は４６︑０

ているので増加し︑加工用

月末のもち米の産地

24

26
18

価格だが

23
26
26

各産地の生育が順調で︑１
００以上が見込まれてい

万㌧の大幅な生産
調整があった︒備蓄米の買

り︑減

る︒刈り取らないとわから

万㌧︑

年の数量は︑今

万㌧から７６５万㌧にな

・

ないが︑在庫は多い︒備蓄
米の

年の６月末在庫が

16

25

27

17
26

19

22

20

９１㌧︑

23 20

25
21

23

26

23

もち米について

25

年産以降の増加

23
26

27

26

26
91

26

25

平成

10
25

23
18

25

25
10

26

26
26

25

19

27

26

26

26

87

約となった︒提示数量に対

18

24

10

30

10

25

10

23

25

26

10

25
27

28

10

10
25
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第906号

お 菓 子 のアンケート
この二つでほぼ半分を占め

多く、次が「８百～１千円」、
どらやきや水ようかん、わ

います。「その他」として、
回答）。

ることが多いですか（複数

５・９％、新製品 ・３％、

る６・７％、日持ちがする

・７

店９・４％、スーパー

和菓子を選ぶ時の基準と

品質に見合った価格

６％、コンビニ

して最も多かったものは

％、価格が安い５％、その

た。

通販１・４％、ネットショッ

・

Ｑ：和菓子を購入する店は

プ０・２％、その他０・９％。

・１％、百貨

円以上の購入者も約２割存

決まっていますか。

Ａ：専門店

在します。

Ａ：１軒に決めている６％、

らびもち等が回答されまし

Ｑ：どのような和菓子がお

ています。また、１回１千

好きですか（複数回答）。
・

と続きました。通販やネッ

ー」「コンビニ」「百貨店」

達します。次いで「スーパ

が最も多く、全体の６割に

和菓子の購入は「専門店」

品質とのバランスを重視し

ものの、単なる安さよりも

ては「価格が安い」もある

となりました。価格につい

三番目が「見た目がきれい」

「 品 質 に 見 合 っ た 価 格 」、

「味が良い」で、二番目が

・３％、大

・４％、桜
・７

菓子 ・９％、その他３％。

・７％、その他１・４％、
無回答０・２％。

Ａ：味が良い

５百円以上６・４％。

・９％、

他３％。

Ａ：羊羹

トショップは、ほとんど利

ていることがわかります。

７％、特に決めていない

和菓子を購入する店を決

用されていません。

また、好きな和菓子の回答

好きな和菓子は「大福・

また「特に決めていない」

２～３回」が最も多く、次

Ａ：５百円以下

・９％、

とにより和菓子が日常的に

・７％、饅頭

代へお菓子に関する意識調査を実施

摂取されている様子がうか

福・団子など

代～

全日本菓子協会では、昨年に引き続き２０１３年

がえます。

めている人は半数を少し超

Ｑ：和菓子を選ぶときの基

団子など」が最も多く「桜

人も４割存在しました。

５百～８百円
％、１千～１

・９％、１千５

百円以上９・８％。

材料

・２％、衛生的であ

トショップは、ほとんど利

と続きました。通販やネッ

用されていません。

Ｑ：洋菓子を購入する店は
決まっていますか。

Ｑ：洋菓子を選ぶときの基

好きな洋菓子は「ケーキ

Ａ：１軒に決めている４・

準は何ですか（複数回答）。

・１％、その他５・４％。

％、特に決めていない

２％、２～３軒に決めてい

一回の購入金額で１千円を

など生菓子」が最も多く「シ

る

超える人が全体の３割を占
めています。

ュ ー ク リ ー ム な ど 」「 チ ョ

・９％、原

・７％、衛生的であ

た目がきれい
材料

・２％、見

コレート菓子」の順になっ

・３％、その他１・２％、

洋菓子を購入する店を決

無回答０・３％。

Ａ：味が良い

Ｑ：どのような洋菓子がお
好きですか（複数回答）。

ており、生菓子の人気が高
い結果となっています。「そ

Ａ：シュークリームなど

の他」として、プリンやゼ

・７％、その

洋菓子を選ぶときの基準

た。販売価格９千６百円は

農水：補助金は生産者向け

とを心配している。

え、生産者が生産する形に

用米の必要量を産地へ伝

能になる。需要として加工

する所を見つければ取引可

洋菓子の購入は「専門店」

５％。

ップ０・９％、その他１・

通販０・６％、ネットショ

４％、コンビニ

店８・３％、スーパー

子が多かったことから「見

また、好きな洋菓子で生菓

品質とのバランスを重視し

ものの、単なる安さよりも

・１％、

ていることがわかります。

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。

全国の

度もお菓子及び砂糖の正しい理解を啓発し、需要拡

Ｑ：一回に購入される和菓

えており、その内９割が「２

準は何ですか（複数回答）。

２～３軒に決めている

大に役立てることを目的に、全国のスーパーマーケ

・７％、栗饅頭などの焼

％、ねりきり等の上生菓子

～３軒に決めている」と複

・２％、最中

ットや和洋菓子店で、お菓子のアンケートを実施し
餅など季節の生菓子

％、８百～

・３％、

子の金額はおいくら位です

５百～８百円

Ａ：５百円以下

た。応募総数は１９４，９６３で、１千通を無作為

・９％、月１

か。

月２～３回
回５・５％、その他０・４

数店舗を回答しています。

餅 な ど 季 節 の 生 菓 子 」「 饅

Ｑ：和菓子をどこで購入す

・６％、１千

頭」が続いており、生菓子

・８％、１千円～

の人気が高い結果となって

１千５百円

和菓子の一回の購入金額

和菓子の摂取頻度は「週

は「５百～８百円」が最も

１千円

で生菓子が多かったことか

が「毎日」でこの二つで半

２～３回」が最も多く、次

百～１千円

か。

が「週１回」でこの二つで

千５百円

洋菓子の摂取頻度は「週

半数を超えています。また

・３％、８

「毎日」も２割存在してお
り、洋菓子が日常的に摂取

・４％、マドレーヌ８・

・３％、ケーキなど生菓子

は「５百～８百円」が最も

る８・９％、日持ちがする

ます。

めている人はほぼ半分に達

３・３％、新製品 ・６％、

リー、パイやタルト等が回

品質に見合った価格

９％、ロールケーキなど

し、決めている人の９割が

多く、次が「１千～１千５

「２～３軒に決めている」

価格が安い

Ｑ：一回に購入される洋菓

と複数店舗を回答していま

他３・６％。

手取りではなく、運賃や保

年産以降の利点

で、確かに実需者には恩恵

移行する予定で検討されて

た目のきれいさ」へのこだ

年産の１万２千円

「 品 質 に 見 合 っ た 価 格 」、

追加での販売先は見つから

管料、設備費を加味してい

では、契約の枠の中で動い

いる。そうなれば、欲しい

が最も多く、全体の６割に

わりもうかがえます。

三番目が「見た目がきれい」

ない。最悪、廃棄や飼料用

る。一つの目安として

ていた加工用米が、需要に

達します。次いで「スーパ

・６％、百貨

など、全く違う用途に使わ

産備蓄米が１万２千円相当

応じた生産になる。これま

価格帯で欲しい原料を契約

ー」「コンビニ」「百貨店」

となりました。価格につい

なくてはならないので金銭

で聞いており、それと比べ

ベースで産地側に求め、取

・

的な損失が出る。加工用米

ると価格的にはおかしくな

で、従来から主食用米を使

引ができるようになる。

ては「価格が安い」もある

・新規需要米の契約はそう

っている製品に対して、主

はない。

いう枠組みで、通常の商ベ

いと思う。むしろ、販売価

食用米を買っていたところ

年

ースの主食用米の取引と

格は、数量確保するまで備

が、加工用米は契約なので、

％、

す。また「特に決めていな

答されました。

は、加工用米を使いたいと

い」人も５割存在しました。

・８％、チョコレート菓子

思っても、生産量が増えた

として最も多かったものは

百円」となりました。また、

分や新しい製品分に対して

Ｑ：洋菓子はどこで購入す

「味が良い」で、二番目が

子の金額はおいくら位です

質問：補助金は生産者側に

ることが多いですか（複数

と認識している。

対する補助であって、使う

のみしか、認められてなか

回答）。

質問：加工用米の価格が高

側には、全く関係ない。需

った。これからは、加工用

Ａ：専門店

がるので、生産者は契約数

は、主食用米の関係で厳し

要があるのにもかかわら

米を買いたい需要に対し

すぎる。

があった場合、生産者は届

い価格設定であったので、

は、契約で必要な分、生産

量を引取ってもらわないと

出して、違う売り先を探す

ず、政策で振り回されるこ

ならない。もし数量の変更

洋菓子の一回の購入金額

た目がきれい

数を超えています。このこ

％。

・５％、見

ら「見た目のきれいさ」へ

48
43

年産を９千６百円に下げ

全農：

されている様子がうかがえ

のこだわりもうかがえます。

・４％、原

10

蓄米よりは上がっていない

加賀で育って76年

10

抽出した。結果は次の通り。

和菓子
Ｑ：和菓子をどの位の頻度

％、

・７％、週２～

で召し上がりますか。
Ａ：毎日
３回 ・６％、週１回

洋菓子
Ｑ：洋菓子をどの位の頻度
で召し上がりますか。

・

・３％、週２～

・５％、週１回

Ａ：毎日
３回
４％、月２～３回 ・９％、
月１回８％、その他１・８
％。

33

は、制度的・国の約束事と

まんまろん

あんてぃらみす

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）

22

25

17

ブランディケーキ

47 21

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

質疑応答より
質問：違約金は契約した需
要者側が払い、生産者側は
払わない。契約の形をとっ

22 76
10

（型焼き）

80
して違う。

32

面より続く。

27

11
44
50

19

13
21

ていないと考えられる。
農水：主食用米は、契約を
取消しても生産者や集荷者
は他の卸業者に販売が可能
だが、加工用米や新規需要
米は国の制度の枠組みの用
途限定米穀であり、契約で
作った分はその用途以外に
回せない。用途以外に回す
と、補助金返還などにつな

10

16

34

63
58

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。

26

チーズカステラ

14

24

29

14
25

22

20 78

25

16
66

21

28
20

17

14
30

本格的カステラ

その②
26

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

10
21

24
19

22

31

31
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ブロック青年部代表者会議を開催

心である。地

は四十代が中

現在の会員

会員の顔合わせも難しい状

匹敵し、広大なことから全

皆無で、県域も四国四県に

代中心。盛岡以北の部員が

にわたっているが、約半数

が あ る ）。 会 員 は ほ ぼ 全 県

ができる、というメリット

の際には助言をもらうこと

に耳を傾けていました。

が交わされ、出席者は熱心

る。という各県ごとの実情

設けることに力を入れてい

されました。

これに対し

正を急ぎたいとの意向が示

直しが提起されており、是

めブロック大会開催順の見

帰りの日程に変更するなど

る。であれば、宿泊から日

わりすることが懸念され

で、その間に青年部が代替

ブロック青年部代表者会議

より全菓連青年部の規約改

域構成は大

介の後、小沢仁ブロック長

正や、褒賞制度への応募、

協議の結果、来年までは

東北・北海道ブロックにお

これまで通りの順で開催と

規模を縮小し、毎年の開催

ロック大会を隔年開催とい

し、持ち回りについては、

「全国各ブロックの例に倣

う形に切り替えてはどう

賛意は得られたものの最終

各県とも組織の活性化に

か 」「 ブ ロ ッ ク 大 会 受 け 入

的な決議については、九月

が村山（山形市中心）地域

意見が一致しており、今後

れのため、積み立てしてお

に福島で開催予定の次回ブ

況となっている。勧誘は口

よる。現在、関係業者十社

次に、今後のブロック大

の大きな課題となりました。

り正直大変である」青森県。

舘、秋田市周

に青年部の賛助会員として

会開催について協議され、

「担当年における組合の経

ける諸課題の説明などが行

していない。会員の年齢構

加入してもらっている。会

小沢仁ブロック長より、現

にしてはどうか」という意

成は三十代～五十代。地域

議の準備など運営にとても

状を見直しせずに「これま

見が出されました。

入会を望んで

構成は県内ほぼ全域。勧誘

協力的で助かっている。

い、代表者会議（ブロック

議事では、各県の活動状

はいるが、現

の声掛けはしているものの

【福島県】定年制の導入は

部長会議）を毎年開催、ブ

況の報告の後、幅広い意見

在親会の組合

効果はいまひとつ。

は、若い世代の勧誘と声が

が発言され、特に「青年部

員数も百名ほ

【山形県】定年制の導入は

けが必要という観点では、

ック大会での代表者会議の

の高齢化対策」というテー

どと大幅に減

ロック大会まで持ち越し閉

に集中している。勧誘につ

みとなっていたことから、

マにより交わされた意見で

少しているこ

費（持ち出し）について毎

いてはそれぞれの声掛けに

全菓連青年部東北・北海

九月に予定されている「全

は

で通りの開催順ですすめて

コミに頼っている程度。

道ブロックでは、去る六月

国交流会福島大会」開催を

【青森県】定年制は導入し

していない。昨年度から新

【宮城県】定年制の導入は

二三日岩手県盛岡市盛岡駅

前に、ブロック各県の意見

なし。後継者が入会すれば

辺が中心。当

西通いわて観光経済交流セ

交換の場として企画されま

とから、まず

然若い世代の

ンター会議室（岩手県菓子

ていない。組合青年部とし

われました。

工業組合事務局）を会場に、
した。

参加者より熱く活発な意見が交わされる

ブロック青年部代表者会議

部長懇親会が催されており

としての会合は、不定期で

今まで、ブロック青年部

より、活発な意見が交わさ

た十四名余の各部代表者に

り、東北六県より来訪され

北海道青年部は欠席とな

当日は、電車事故のため

【秋田県】五十歳で定年と

ようだ。

青年部のような組織がある

とれている。八戸にも別の

アが中心で親会との連携は

ての地域構成は、弘前エリ

いる。

は、特別会員枠で対応して

している。それ以上の年齢

なし。部員は三十代、四十

【岩手県】定年制の導入は

う状況。

とが急務とい

ってもらうこ

は親組合に入

もらっている（大きな大会

役・顧問という形で入って

で。年齢の高い人には相談

ては三十代～六十五歳位ま

ている。現在の年齢層とし

親が退会という流れになっ

どと積極的に交流の機会を

ーンで戻ってきた後継者な

て入会してもらった。Ｕタ

問屋業者などにも声かけし

た。地域は福島市が中心。

体制となり若い世代も増え

が説明され、負担軽減のた

特定の地域への負担の懸念

が重なる」ということで、

合、青年部のブロック大会

道については同じ年に親組

いくと、山形、岩手、北海

周するのに十四年かかるの

年開催になると、担当が一

ブロック長から「大会が隔

これに対し、小国輝也直前

県。という声が上がった。

回頭を悩ませている」秋田

帰路につきました。

され、有意義な会合となり

参加者による懇親会も開催

会となりました。同日は、

を開催しました。

ましたが、公式行事として
れました。参加者の自己紹

員それぞれが経験を重ね、

お茶と菓子の関わりについ

ボレーションし、参加者に

館大学の茶道研究部とコラ

の深い「茶道」です。立命

わけではない」と説いて下

してお菓子が歯に良くない

に関してお話くださり「決

く、主に虫歯の原因・予防

にあると思われます。そん

味」は残念ながら低下傾向

「お菓子に対する認識・興

とした、次世代の消費者の

保険等）

を 可 能 に し て い る。（ 回 収

にオプションをセット契約

の加入促進、及びＰＬ保険

＊福岡県菓子会館の有効

商工連携６次産業について）

４）その他の事業（県、農

ホールで行いました。

るお菓子屋さんをイベント

さんを対象にした体験でき

ッザニアにみならい、お子

フルーツと高級スイーツ

きながら、前向きに、高級

のブランディングに夢を描

す。県と農業とお菓子屋と

・小沢仁

東北・北海道ブロック長

は、年一回の持ち回りブロ

代、

技術も向上してまいりまし

より約

年半が経過し、部

しく、おいしく学んで頂い

たお茶とお菓子を出し、楽

て講義をし、大学生が点て

強になり、新たな試みとし

ならず、我々部員も大変勉

さりました。子ども達のみ

動を今後も模索し、挑戦し

く、我々にしかできない活

な現代に一石を投じるべ

と手を組み、より消費者の

理店（ライブカンパニィー）

＊福岡県独自に、保険代

ンの関係になっておりま

して、両者共々ウインウイ

刻堂）との賃貸契約が成立

な利用として、飲食店（一

など、世代の変化もござい

す。立地が、意外や若者の

た。また、現在では

ます。そういった活動の増

安心・安全及び組合員さん

福岡県産のイチジク（と

産業への取組

＊県、農商工連携の６次

平成

日に福岡

福岡県菓子工業組合総代会
年５月

事業活
動報告

アルコール製剤、関連図書、

取り巻く諸問題の情報、経

営環境のめまぐるしい変化

に取り上げ、支部会への掛

（全菓連）を活用するため

に、組合員にこの制度をア

＊製菓衛生師試験に対し

ピールしております。

てもこの８月、８日９日集

中講習会を実施しました。

いただく、活動が必要にな

ってきた。

＊技能検定試験への取組

＊おしごと体験教室をキ

みも行っております。

事長・入江雅彦

福岡県菓子工業組合副理

努力していく所存です。

祈りながら、業界の発展に

が、同じ方向であることを

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

菓子の継承 楽しく、おいしく

お菓子教室の新たな形
当組合のお菓子教室の活

続けて参ります。

代の部員がメインに立つ

動目的は、京菓子を通じた

て非常に意義のあるものと

満ちております。

部では、数多くのお菓子教

ております。貴重な体験の

京都府菓子工業組合青年

室の依頼をいただいており

加、環境の変化により、お

よみつ姫）を使い将来福岡

食育や伝統の食文化の継

また、今年の７月にお菓

などの情報また、法律改正

を代表するお菓子（和・洋）

子とは正反対であろうと思

による表示の適正化などを

の試作会議を続けていま

ます。近年、その件数はま

部庶務・西井一樹

地域との交流としては、

われがちな「歯科医師会」

＊（全菓連ご紹介）焼き

典 氏（ 菓 匠 苑 梅 ぞ の ）、 ㈱

街に変ぼうして菓子会館

なりました。

小学校の保護者参観や自由

芋ペースト、米粉、包装資

県の理事会において、議題

ただ、製菓衛生師そのもの

が、若者にも開かれた会館

提供としても手応えのある

す。ただし、

参観の日に合わせた開催を

いました。当日の流れとし

県菓子工業組合の総代会

材、衛生帽、カレンダー、

け渡しとし、組合員に伝達

自身の安心・安全の促進・

菓子教室も多様な進化を続

そこには「楽

行いました。参観に来られ

ては、お菓子の講義を行な

が、無事とり行われました。

会計ソフト、糖度計、全菓

カリョー

普及に対する研究を行って

けております。

京都府菓子工業組合青年

承、貴重な職業体験の提供、

昨今の、子ども達を始め

職人と地域との交流などで

し く 」「 お い

た保護者の方、周辺地域の

い、蒸しこなしの制作、ね

今回は、その議事のなか

の、位置づけを再認識して

活動となっております。

すます増加傾向にあり、部

しく」が前提

方々にも興味を持って頂け

りきり菓子の制作、菓子作

の一つであります事業活動

している。

＊福岡県菓子工業組合の

くり）において、一般消費

ホームページ（夢の菓子づ
り、誕生餅パンフレット。

者に対してもお菓子に関す

＊福岡市和菓子組合よ
岡県菓子工業組合割り当て

２）福利厚生事業

＊輸入小豆（全菓連）福

として、天津小豆１・５ト

日、和菓子講習

月５日、夢元気須賀

芸術の森公園

川菓子まつり、須賀川

市中央体育館

月７日、和菓子製造

講習会、講師・伊藤道

彦 氏（ ㈱ 喜 久 寿 ）、 内 藤 博

之 氏（ 浪 花 堂 ）、 愛 知 菓 子

会館

月８～９日、食の市

月

～

に参加、新宿西口イベ

日、第８回東京都食育フェ

ントコーナー、

市・市民センターいわま、

キ並木通り

アに参加、代々木公園ケヤ

～

お菓子村に出展、笠間市・

月

日、 笠 間 浪 漫

新栗祭りに参加、笠間

月４～５日、かさま

講習会、講師・鈴木美

月１日、和菓子技術

ンター

（両口屋菓匠）八戸市卸セ

会、講師・清水利伸氏

９月

行事予定

•••••••••••••••••••

にあります。

る良い機会となりました。

りの実演、歯科医の先生の

連バッジ、食品表示プリン

に変わることを期待してお

そのために

また、お菓子教室で制作

講義、大学生による茶道の

を報告させてもらいます。

ター。

いる。

は、より良い

するお菓子の種類も、ねり

振る舞い、といった盛りだ

１）共同購買事業

いに楽しんで学んでくれて

ン（１社）購入

福島

•••••••••••••••••••

活動を目指

きり、蒸し菓子、生菓子、

くさんな内容となりまし

ります。

し、試行錯誤

落雁など、さまざまなもの

た。参加した子供たちも大

＊菓子工業新聞の業界を

をし、新たな

に挑戦し、試行錯誤しつつ

３）情報の提供事業

挑戦を続けて

も喜んでいただけることが

天津小豆１・５トン共同購買

いくことが必

いたと感じました。特に歯

12

＊優秀菓子技能表彰制度

要となること

できました。

科医の先生のお話は興味深

11

30

13

とのコラボレーションを行

でしょう。

新たな取り組みの一つと

る情報提供も行っています。
して、菓子とは大変関わり

＊ＰＬ共済保険（全菓連）

お菓子教室

10

14
の初回の開催

10

26

岡

福

10

10

20

5

員一同より一層のやる気に

お菓子教室

10

10

10

10

青森

福井

茨城

愛知

東京

30

都
京
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第906号

土佐の菓子の歩み
ろ ろ ）・ 米 粉 な ど で 作 っ た

「あん」が生まれ、山芋（と

に述べた小豆を使用した

糖が入ってきてからは、先

件あったと思われます。

と近郊の村を合わせて数十

土佐の国でも、高知城下

菓として知られております。

組合も設立当時（昭和

年）

りました。高知県下の菓子

業界も大いに発展してまい

の時代に入りますと、菓子

方々は多くの人に喜んでい

業組合に所属する組合員の

ます。しかし、高知県菓子工

より４分の１位になってい

に検討いただきたい」と語

各支部、役員において充分

重要課題であることから、

値上げは避けては通れない

言いますと、弥生時代から

土佐の国の菓子とは？と

食べる風習があったと、平

（一月十五日）に小豆粥を

されておりました。小正月

したと言われております。

の国でも例外ではなく献上

饅頭が出来たとされ、土佐

に作られた菓子と聞いてい

子」は明治時代の初めごろ

え た こ と で し ょ う。「 中 菓

交代も高知城下に影響を与

江戸へ上がる大名の参勤

私共組合は、現在組合員

はいたと聞いております。

には組合員数が２３６企業

高知県菓子工業組合事務

して日々頑張っております。

ただける菓子づくりを目指

合では、昨年開催された広

また、岩手県菓子工業組

っている。

歴史と供にあった菓子

小豆（あずき）は遺物とし
戦国時代を経て山内氏が

ます。

•••••••••••••••••••

話になったことから、広島

手県広島県人会に大変お世

震災復興支援即売など、岩

島菓子博会場での東日本大

入国してきた江戸時代に

局長・森下広和

安時代の書物である「土佐

は、菓子の技術も発達。元

県組合理事会を開催

数の減少が止まらず、当時

て発見されており、穀物を
日記」（土佐の国司「紀貫之」

テレビドラマ「龍馬伝」

著書）にも記載されており
禄年間には、山内家御用菓

栽培するようになってから

ます。

豪雨災害に対して義援金十

り京文化が持

の一条教房よ

られた前関白

佐の中村へ入

の都を捨て土

の乱」で、京

期には「応仁

たものであり、この干菓子

からの製法をヒントに作っ

子、銘菓「ケンピ」は素麺

と聞いております。その菓

折、菓子を藩主に献上した

ある与楽寺で宿泊された

れていた、赤岡という所に

勤交代の御宿泊所に定めら

〝西川屋〟といいます。参

越したと聞き伝わっていま

の店があり、一服して峠を

その山越えの間にお茶屋餅

という所がございますが、

面に向かう途中に、手結山

また、高知市から安芸方

はよく知られております。

末）の菓子屋であったこと

の実家も、江戸時代末期（幕

屋 長 次 郎 ＂（ 近 藤 長 次 郎 ）

博覧会の準備状況などが協

共済の取り扱い、三重菓子

した。会議では全菓連ＰＬ

ー会議室で、理事会を開催

いわて観光経済交流センタ

所在のマリオスビル３階、

八月二十一日、盛岡駅西通

藤俊明理事長）では、去る

岩手県菓子工業組合（齊

齊藤俊明理事長は、組合

の継続審議案件となった。

会での決議には至らず今後

などと意見が出され、理事

い 」「 更 な る 経 費 削 減 を 」

課金の値上げは大変厳し

部運営も大変なので、県賦

識されたが、各理事より「支

通れないということは、認

賦課金の見直しは、避けて

数が大きく減少している。

岩手県菓子工業組合・小

をお祈りしたい」と語った。

いる。一日も早い復旧復興

県人会に委ねたいと語って

になった。使途については、

援コーナーでは大変お世話

「広島菓子博の震災復興支

金した。齊藤俊明理事長は

長・盛岡市出身）に対して送

広島県人会（佐々木良二会

去る八月二十五日、岩手県

万円を拠出することとし、

ち込まれ、そ

は堅いところから堅干（ケ

議され、組合財務状況の説

の健全運営のため「賦課金

広島豪雨被災地義援金を拠出

の際に菓子も

す。今現在の国道沿いにて

明では、東日本大震災後、

にも出て来た＂まんじゅう

茶の湯と共に
ンピ）と名付けて、広く一

被災や廃業により、組合員

子司があったとされ、名を

入ってきたと

明治・大正時代から昭和

ご商売をされております。

沢仁

今では、土佐の唯一古い銘

その後、砂

されています。 般にも売り出されました。

室町時代末

手
岩

平成

東京都菓子工業組合協力会第 回通常総会
講演

牧田良生氏（㈱Ｓ・Ｙワークス）

ブランドのフラット化時代の到来！
お客様に強く求められる菓子店で
あるために
年７月

日（木）

の外海大六会長（日新化工

化工㈱）です。まず、会長

に、東菓工協力会第

というテーマでご講演頂き

れる菓子店であるために」

到来！お客様に強く求めら

ランドのフラット化時代の

ン サ ル タ ン ト ） で す。「 ブ

ワークスマーケティングコ

ます。協力会並びに東菓工

一気にムードは盛り上がり

う（滑らか）な司会ぶりに、

す。いつもながらの流ちょ

二葉晃司氏（二葉製菓㈱）で

しての懇親会です。司会は、

さて、その後は階を移動

と改めて痛感致しました。

い料理に舌鼓を打ち、旨酒

喜ばしいことです。おいし

く出来るようになったのは

小さな輪がそこかしこに多

なりました。回数を重ね、

し声の絶えない楽しい会に

いつにも増して笑い声、話

厳しい時代の裏返しか、

ました。

に酔い、皆さんの顔も上野
のメンバー合せて

余名の

才という若さを武器に
「徹底した現場主義」を貫

お開きとなりました。受付、

の空同様に茜色に染まった

幹事の皆様有難う御座いま

方に出席して頂きました。

あり「我業界も厳しいが、

した。涼しくなる秋には、

き、迫力あるお話を頂きま

は

外を見ればもっと厳しい所

ころ、江口鐘一氏（宏洋㈱）

①憧れ性②集客性③収益性

もある。我々には団結でき

の中締めにて盛会のうちに

についてのお話と、現在、

イベントの企画もありま

まず、黒川耕次名誉会長

含め定数を満たしており、

ある商品を買うのに専門

る仲間がいる。皆でこの難

（三黒製菓㈱）のご挨拶が

本会は有効に成立した旨報

店、コンビニ店どちらに行

企業の永続性の３条件

当日は梅雨明けを思わせ

告されました。議長には外
り承認可決決定しました。

した。特に印象に残ったの

る程の猛暑日で、上野の森

事業計画（案）並びに収支

す。また、お会い出来る日

㈱）の挨拶の後、司会者よ

の木立を抜ける風も役に立

海大六会長が選ばれ、直ち

を楽しみにしています。

り本日の出席者は委任状を

たず、背中に滝のような汗

局を乗り越えましょう」と
26

の上、全員異議なく原案通

全ての議案が慎重な審議

は、牧田良生氏（㈱Ｓ・Ｙ

今回講師にお招きしたの

ければ生き残って行けない

造の変化に対応して行かな

主力商品を作り、コスト構

懇親に入りました。

の乾杯の音頭にて開宴し、

口哲正会計（名月製菓㈱）

基

事長・中谷製菓㈱・中谷光

東京都菓子工業組合副理

費及び徴収方法決定の件

年会

のお言葉を頂きました。山

年度

平成

こうか迷う時代であるとい

平成

第３号議案

う点でした。我々は圧倒的

年度

滞りなく総会が終了し、続
平成

いては恒例の講演会が行わ

第２号議案

書承認の件

事業報告書並びに決算報告

第１号議案

予算（案）決定の件

名程の方が

多かったと思われます。
そんな中、

司会は、釣川宏氏（日新

総会に出席下さいました。

40

25

26

れました。

に議案の審議に入りました。

常総会が、上野精養軒にお

80

31

36

回通

17

いて開催されました。

36

26

を背負いつつ来られた方も

牧田良生氏

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

土佐の菓子

は、儀式や年中行事に利用

37

知
高
京
東

第906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）

（５） 平成26年９月15日

川村屋賀峯

その一宮市の南西部にあ

地で「川村屋賀峯」と改名

主の父親が昭和三年に現在

子屋を廃業。その後、現店

になったことから一時、菓

目は、明治時代に大蔵官僚

という菓子屋が前身。三代

市に創業した「松屋甚兵衛」

こたえています。

遠方の茶人からの注文にも

中心に、地元はもとより、

従業員で、お茶会の菓子を

長男ご夫婦と五名のパート

目店主の原鉦三氏と、その

ら茶の湯の席主をも務める

く、和菓子職人でありなが

の隅々までもみずみずし

庭には打ち水がされ木の葉

ながら中へ進むと、事前に

門をくぐり敷石を踏みしめ

ことになり、数寄屋造りの

コミなどに取り上げられる

の味です。稲沢市にもマス

との相性も良く、評判通り

もコシのある生地は、小豆

が、ふんわり柔らかな中に

ます。お抹茶で頂きました

種類の「羽二重餅」があり

め、心配りをしながら手作

う十二分に吟味して心をこ

来持つ風味を損なわないよ

立場から「菓子の材料が本

「茶の引き立て役」という

お茶のお菓子については

した菓子を心がけていま

ように、自然体ですっきり

は特別な飾り付けをしない

の柔らかさ。姿、形、意匠

れて食べやすい、ほどほど

を付けるとか。口の中へ入

わせ。お菓子銘はどんな銘

店舗の数倍はある広さの

を出したいです」とのこと。

菓子作りに真心を込めて精

目も口に入れても上品な和

子。折々、春夏秋冬、見た

野趣のある詫びた風情の菓

いだ感じの茶菓子、時には

に風味を大事にするととも

分な水分が付着しないよう

光消毒し、生地に匂いや余

ってきた気がしました。

事にされている姿勢が伝わ

からは見えにくい部分を大

平安時代に尾張の国の

店舗向かいにある本格的
店主の細やかなおもてなし

羽二重餅の人気店があり、

りするのが、和菓子屋の自

す。そして甘さ加減。香り

作業場には、ステンレス作

に、衛生面にも細心の注意

ただきました。

る「京菓子司

繁盛店訪問

総本店」様を訪ねました。
な茶席へ通されお話を伺う

をしているとのこと。

道具類は、ほとんどを日

「一の宮」があり、古くか

し新たに創業。現在は二代

川村屋賀峯総本店

ら繊維産業都市として知ら
江戸時代末、現在の稲沢

業台が八台設置され、手入

田大輔

してどう対処するか〝手作

法など、突発的な事案に対

が起きた場合の適切な対処

を募り、工場内で嘔吐など

た。特に現場で働く責任者

して講習会を開催致しまし

れていくかを市内の小学生

のようにして素材が活かさ

作るお菓子をテーマに、ど

事業に協力。地元の素材で

ています。また、市の食育

山〟をテーマに準備を進め

笑顔〟〝お菓子の力〟〝大雪

連組合が連携し〝みんなの

を催しておられ、和菓子職

第４『
回 より安全安心な
製品づくりの勧め』

事長、川嶋昭夫三重県菓子

治福井県菓子工業組合副理

工業組合副理事長、平山伸

ら未来への発展を期待する

年部の歴史を振り返りなが

県菓子工業組合理事長が青

の継続を誓い、小出進石川

部会長が東北復興支援活動

代会長も感慨深い

部ＯＢ小山辰司歴

め、お父様の青年

太君が元気に務

部最年少の小山祥

会宣言は石川青年

盛り上げ、式典閉

ら終了まで大会を

まんさんは受付か

ャラクターひゃく

新幹線開業ＰＲキ

特別ゲストの北陸

演会は以後掲載）。

小田禎彦氏記念講

た（続いて開催の

が共有いたしまし

思いを参加者全員

せのお手伝い」の

り形や中餡、色など豊富な

先代より伝わる、季節によ

通年の人気商品としては

金沢とともに三大菓子処と

トークを繰り広げました。

・石川が「親子」で楽しい

・愛知・三重・岐阜・富山

登壇、静岡・福井・名古屋

ＰＲは各県ご来賓と一緒に

声、恒例の中部各県青年部

全菓連青年部長が乾杯発

な拍手を贈りました。中島

川らしい親子関係にも大き

援を」と挨拶、来場者は石

のでこれからも皆様のご支

青年部だが、良い若者達な

からは「時に突っ走る石川

合専務理事（青年部相談役）

浦田東一石川県菓子工業組

青年部でいこう！」と挨拶、

周りに木（気）をつかう』

ように『真ん中に芯が通り、

中部ブロック長が「鉛筆の

るお菓子についてお話しい

石川県菓子工業組合事業

ありがとうございました。

心から感謝申し上げます。

ご理解と多大なるご協力に

いたしました。関係各位の

念大会との合同開催が実現

と石川青年部創立

として初めてブロック大会

られており、今回その一環

催県事業のコラボ」が進め

針で今期は「ブロックと開

は終了いたしました。

の挨拶、盛会のうちに大会

ックの発展を祈って中締め

年部会会長）が、中部ブロ

洋祐副ブロック長（福井青

長からの指名を受けた村中

に５名の歴代中部ブロック

る機会となりました。最後

携」の可能性についても探

健氏・東孝憲氏）をお招き

師（ 吉 川 修 司 博 士・ 谷 藤

研究センターより３名の講

をテーマに北海道食品加工

混入

にて『ノロウィルスと異物

（木）旭川産業創造プラザ

０周年を記念して、菓子関

川菓子商工業組合創設１１

１５』を計画中。地元の旭

祭『あさひかわ菓子祭２０

旭川支部では、来年菓子

が増加しています。

北海道菓子工業組合専務

して行きたいところです。

くことで地域おこしを見出

こうした活動を重ねてい

視野に進めています。

人としては全国的にも数少

工業組合副理事長、中島慎

との歓迎の言葉を述べられ

様子で見守ってお

して知られる京都、島根松

席もあり本格的な茶事、茶

介全菓連青年部長、滝沢博

ました。

られました。

江の青年部の同志も駆けつ

～ノロウィルスと異物混入
現場でできること～

テル日航金沢にて、１４０

臣同関東甲信越ブロック

田中県商工労働部長と杉

祝賀会は、金沢

け、今後の「ブロック間連

ないお茶人でもあります。

名のご出席者にお集まりい

長、田中耕太郎同九州ブロ

山全菓連副理事長から青年

らしく金沢芸妓の艶やかな

会が出来る設えです。

やにじり口、別室には立礼

愛知県菓子工業組合・近

れの行き届いた道具類が整

然と並んでいます。「販売」

の強すぎるものや、色合い

のは相応しくないと思いま

より「製造」というお客様

のあまりに鮮やか過ぎるも

菓子の使い分け、菓子器と

す。趣向によって雅な華や

分の仕事と思っています。

したとの事ですので、まさ

の色合いとか調和、取り合

具体的には濃茶、薄茶のお

建物は店主好みの設計

に「羽二重餅」は、川村屋

その店のルーツも先代から

で、畳廊下伝いに、八畳の

賀峯を代表する銘菓という

屋号を命名してもらい独立

寄付きと、隣の八畳は表千

の心遣いを感じました。

家惺斎宗匠好みの松風楼の

ことです。

りの紙芝居〟を作成し、時

を募り学んでもらいます。

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

写しの席、廊下伝いに、水

折実演などを交えながら講

衛生管理セミナー

師に分かりやすく解説して

店主の原氏は茶の湯と五

る中、毎年食中毒が多くな

地元の小学生が考案したお

十年以上にわたり関わり、

るこの時期に安全安心セミ

菓子を菓子職人が作り、地

屋、吉田紹村宗匠の命名の

北海道菓子工業組合旭川

いただきました。昨今の食

元のお祭りでテスト販売も

小 間「 餘 楽 庵 」（ 昭 和 十 八

支部では、工場内の衛生管

品事故の報道の影響もあっ

自らの茶道具で茶会や茶事

せっかくの機会ですので、

ナーを開催しています。今

てか、当初より年々参加者

年造）があります。梅軒門

本当の意味でのお茶に使え

理、品質管理の要求が強ま

年７月３日

ただき盛大に開催すること

ック長、山口周平同中四国

部への激励のお言葉、三重

一舞一管で開始、那谷忠之

中部ブロック石川大会

全菓連
青年部

名出席、盛大に開催

早々大きな熱気に包まれま

石川県菓子工業組合青年

した。

部（青年部と略記）粟森剛

連合会青年部・中部ブロッ

第７回全国菓子工業組合

事長、渡辺良治岐阜県菓子

健一富山県菓子工業組合理

菓子工業組合理事長、田中

理 事 長 ）、 久 村 俊 昌 愛 知 県

を行い、行松宏展石川青年

向健也石川青年部副会長）

全菓連青年部綱領唱和（宮

言、続いて全員で国歌斉唱、

金沢支部長が堂々と開会宣

周

年７

日、石川県金沢市のホ

ができました。

月

年記念大会は、平成

子工業組合青年部創立

ク石川大会並びに石川県菓

石川県菓 子 工 業 組 合 青 年 部
創立 周 年 記 念 大 会 も 合 同 開 催
20

20

26

那谷中部ブロック長の方

周年記

企画委員会・深沢大

26

〝手作りの紙芝居〟でわかりやすい説明

現場でできること』

回 は、 平 成

大会はまず、ご来賓のご

ブロック長御名代、加納聡

スローガン通り「ＧＯ！菓

中部ブロック石川大会

入場を全員が大きな拍手で

子茶道裏千家淡交会青年部

県川嶋副理事長と三重青年

子博。みんなのお菓子、幸

ご臨席を賜り、大会は開始

お迎えしスタート。田中新

部から３年後の三重菓子博

川

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

太郎石川県商工労働部長、

北陸信越ブロック長、全菓

基本構想報告を頂き、大会

石
30

衛生管理セミナー

理事・久木利弘

竹中康将同産業政策課主任

連事務局といったそうそう

北海道

たる皆様方にご来賓として

羽二重餅

主事、杉山孝俊全菓連副理

れる一宮市。

川村屋賀峯総本店
京菓子司

知
愛
事長（静岡県菓子工業組合

20

140
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第906号

平成

大阪産
︵もん︶名品お披露目会開催！

日︑大阪
組みで︑平成

年度に創設

業の振興を図る大阪府の取

大阪府の活動を通し新たな販路開拓を
年７月

府咲洲庁舎咲洲ホールに於
いて﹁大阪産︵もん︶名品﹂ されました︒これまでは︑

大阪産︵もん︶名品お披露目会

﹁大阪産︵もん︶

このたび新たに

認証事業者及び流通販売関

に﹁大阪産︵もん︶名品﹂

また︑展示試食会と同時

いただくことができました︒

るイベントや展示会などで

阪産︵もん︶名品﹂の集ま

い︑新たな販路開拓に取り

売関係者と個別に商談を行

ります︒

名品﹂第３弾とし
係者などとのマッチングイ

の販売や︑大阪産︵もん︶

の メ ー ル マ ガ ジ ン や Faceb
︵
ook
https://www.facebo
︶を通じ
ok.com/oskmonfan

てさまざまなＰＲ活動を行
っていく予定です︒

大阪府菓子工業組合副理
事長・佐々木三郎

させないしゃれたつくり

で︑５００円で飲み物とお

菓子を気軽に利用できま

民に愛されているものや

や製法に基づいて作られ府

とは︑大阪で培われた技術

阪らしい物語﹂という新し

のに対して審査される﹁大

に大阪との関わりがあるも

以上が経過しており︑製法

などが製造されてから５年

ットワーク形成や新商品開

による地域の事業者間のネ
副知事を初め︑流通販売関

参加された小河保之大阪府

れ︑お披露目会に

や試食会も行わ

は認証商品の展示

されました︒当日

いるお店ですが︑このほど

で︑市民に広く親しまれて

フが手掛ける創作洋菓子

数々と

歳の薬師寺隆シェ

代の作る伝統的なお菓子の

ンデーケーキをはじめ︑先

ル ﹂︒ 思 い の 詰 ま っ た ブ ラ

発や製造︑新販売方式︑新

独自の制度で︑新製品の開

し奨励金を交付する宇部市

を募集し︑審査により認定

施する事業者から事業計画

おいて︑革新的な事業を実

賞とは︑市内の産業団地に

宇部市イノベーション大

海戦術で臨んでいます︒資

頭に月に約一週間程度︑人

京へブランデーケーキを筆

の百貨店販売︒山口から東

現在の最重視は︑東京で

います︒

うカフェにしたいと思って

商品を自由に楽しんでもら

ずれはブランチや焼き立て

メニューもありますが︑い

す︒おいしさ追求の高価な

﹁大阪らしい﹂と思われる

い認証基準が加わりました︒
係のバイヤー︑マスコミ関

原料や新資源の採用を行

年創業の﹁ロイヤ

ものをブランド化し﹁大阪

発︑販路開拓の取り組み支

い︑地域生活に貢献する事

昭和

ロイヤルからヤクシジへ

新しい工房兼店舗をオープン



今後︑認証事業者は﹁大

組みました︒

て認証を受けた事
ベントが行われました︒認

事業者
証事業者はそれぞれ流通販

業者は
品目︵大阪におけ
事業者

品目︑大阪らしい

る伝統

物語

年以上が経

過し︑永年にわたって愛さ

目︶になり︑合わ

製造から概ね

れている商品に対して﹁大

せて１１０事業者

年度

分︶認証商品についてのお

阪における伝統﹂という分

２９３品目に拡大

認証制度の第３弾︵

披露目会および︑認証事業

野で認証が行われていまし

産︵もん︶名品﹂として認
﹁ 大 阪 産︵ も ん ︶ 名 品 ﹂

宇部市イノベーション大賞

品

者と流通販売関係者との商

たが︑今回より︑当該商品

証することにより︑食品の

を受賞し︑市内あすとぴあ

キミたちの笑顔が見たいから

ケーキハウスＳｉｎ

業と判断できる事業計画は

金力のない地方の菓子店が

売方法まで検証し︑一体感

に工房兼店舗﹁ヤクシジ﹂

を持って取り組みます︒作

のはじける笑顔と歓声が目

プにより︑小回り重視で後

ったら売れる製造主導の時

自慢の卵でお菓子を作りた

少々ではなく簡単ではあり

発ならではのやり方で︑や

代は終わり︑商品を売れる

東京での対面販売によって

っていきたいと決意を新た

クチコミを広げ︑ネット販

ませんが︑攻めの態勢で臨

にしています︒

必須の条件です︒すでに地

んでいます︒また顧客動向

域の特産をふんだんに取り

売につなげていく︒チラシ

や消費傾向など︑回を重ね

坪︒

を配り︑試食を渡して直接

をオープンしました︒土地

入れた﹁あん﹂をパイで包

おいしさやこだわりを伝え

は約３９０坪︑建物約

んだ︑おもちのきもちは代

﹁ 面 白 い ﹂﹁ 珍 し い ﹂﹁ 高

高台でロケーションが美し

表的な焼菓子ですが︑新工

に浮かびます︒

い場所にあります︒雇用を

いと︑高校生たちがコラボ

校生とのコラボレーショ

生み︑生産性の向上も図る

レーションを依頼したの
が︑霧島市溝辺町にある﹁ケ

ン﹂そして何より﹁おいし

人や仕組みが主導権を持つ

い﹂と︑このロールケーキ

自身の時間の中で一番多

ーキハウスＳｉｎ﹂の神野

るごとにつかんできまし

時代になりました︒今まで

二男さんだったのです︒

ていく︒当然︑宿泊交通費︑

のやり方では︑大手に敵わ

く白い卵になります︒その

房と併設のカフェを取得す

くを占めるのは︑商品開発

名も﹁米鶏る卵︵マイケル

菓子屋の革新として地元メ

でオリジナル性も大切にし

黄身の色が白っぽい卵を

はマスコミにも注目され︑

た︒さらに百貨店とのパイ

普通なら︑お菓子には向

タマゴ︶﹂です︒

送料や手数料など費用も︑

50

理事・恒松恵子

山口県菓子工業組合専務

いく薬師寺隆さんでした︒

屋としての毎日を過ごして

を機に︑より充実した菓子

索しながら︑新工房の完成

経営でもできないことを模

手にはできないこと︑家族

勝っている何かがある︒大

がある︒どの店にも他店に

する︒商品にはプロローグ

ーを作って︑伝達しやすく

商品にひとことストーリ

40

すか︒

ることによって︑より焼き

かないと思われがちな白い

立てのおいしいお菓子を提

黄身の卵を前にして︑とて

ディアに大きく取り上げら

一般的に︑お菓子や料理

れたこともあり︑二代目と

には︑黄身の色が濃いほど︑

評判を呼び︑各所から種々

鹿児島の米どころ︑伊佐

のイベントにもお声がかか

市にある伊佐農林高等学

ないと危機感を感じながら
っています︒

ながらお客様の価値にマッ

も研究熱心な店主の神野さ

がいました︒

供することができるように

味が濃厚なイメージで重宝

そして︑更にはこの﹁米

してさんさんと輝く薬師寺

校︒そこの高校生たちが作

鶏る卵﹂を使って作ったプ

も︑菓子屋を変えるのは私
んは﹁面白い﹂と思うと同

http://www.so-royal.com/

たち 代 代だと言います︒
時に﹁高校生たちの熱い思

電話：0836−53−2233

チするか考えます︒会社の

されがちですが︑この一風

ツですが︑いやしと和みの

宇部市あすとぴあ１−２−４

皆と製造にかかる時間や販

変わった︑自慢のお米で育

生むお菓子の力で︑これか

ヤクシジ

Yakushiji ヤクシジ

なりました︒カフェは︑製

った︑伊佐米を餌に与えた

そこで生まれたのが﹁キ

らも地域の輪︑笑顔の輪が

薬師寺隆さん

店舗データ

造の慌ただしさを一切感じ

ご覧になったことがありま

高校生と
コ ラ ボ

46

隆さんを訪ねてお話をうか

鶏が産む卵は︑米の色素が

リンやカステラも加わり
﹁キミって白いね﹂は︑シ

い に こ た え た い ﹂﹁ 子 ど も
たちが頑張っているのだか

優しさでスタートした高

リーズ商品になりました︒

てた鶏の︑ビタミン豊富な

ら︑なんとか力になってあ

ミって白いね﹂という素敵

ますます広がっていくこと

校生たちとのコラボスイー

な白いロールケーキだった

でしょう︒

務局長・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合事

のです︒しゃれた名前も高

て食べたときの高校生たち

りおいしいケーキを︑初め

がった甘さ控えめのふんわ

校生がつけました︒できあ

した︒

げたい﹂と引き受けたので

黄身に移り︑黄身が限りな

キミって白いね

70



係者の方々に味わい知って

29

援を受けることが可能にな

15

に認証された後は︑大阪府

事業者

﹁ 大 阪 産︵ も ん ︶ 名 品 ﹂

談会が開催されました︒
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日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会

いました。

回デザート・スイーツ＆ドリンク

（本記事は中山氏のセミナーを基に、全菓連・渡

ショッピングカー
トの周りには、す
べてを復習する
次に、通信販売の場合、
商品のページはものすごく
長い。説得するためには、
当然、長くてもいいが、シ
ョッピングカートにたどり
ついたころには忘れてしま
う。忘れると「決断してい

ることがポイントで、儲か

ではないが、儲けながら売

とは、それほど難しいこと

通信販売で１億円売るこ

らないかで、勝負が決して

ルがあり、それを知るか知

信販売にもいろいろなルー

があるという話をする。通

すべての物事には、ルール

きるようにする。

ページの内容が全部復習で

この情報だけ見れば、その

は、すべてを復習する。こ

ッピングカートの周りに

ってしまう。従って、ショ

辺嘉一郎がまとめました）。

る通販事業の作り方を伝え
いる。

いのかな」という状態にな

たい。タイトルにネットシ

暖色で大きなボタ
ンにする

その①
暖色にしなければならな

はこちら」というボタンは
る。普通は

％がカートの

完了しない方はたくさんい

ターネットではすごく検索

らないと言われるが、イン

ン業界にはセレクトショッ

で買っている。ファッショ

販売で全国に売っているの

年筆屋がある。ただ、通信

に、店舗商売していない万

大阪の寂れている商店街

が落ちる。

の生態を載せると売り上げ

ろいろ制約があって、生物

せる赤はダメだ。肉にはい

っている方は、血を連想さ

いからだ。ちなみに肉を売

大きいボタンは視認性がい

は購買意欲を喚起するし、

い。これは心理学で、暖色

なルールがたくさんある。

う。通信販売にはこのよう

策を、知っていれば全然違

ゴ落ち率を下げるための対

で７割は決済まで行く。カ

する方が増える。これだけ

いかな」となり、決済まで

と言われる。お客様は「悪

きありがとうございます」

れただけで「ご注文いただ

だ注文してなくカートに入

い。これを防ぐために、ま

３割しか商品を買っていな

途中で止めている。つまり

る確率が一番高いからだ。

で買うかといえば、本があ

ものだ。なぜａｍａｚｏｎ

もので、一番品揃えがある

く、ａｍａｚｏｎのような

揃え型である。食品ではな

うのである。２つ目は、品

そこでしか買えないから買

れていない。単品型は結局、

るが、熊本県の人には知ら

阿蘇の工場から出荷してい

茶を年

億円売っている。

通販だけで万能茶というお

されている。ここの会社は、

い」と紹介している話で、

る人の、このタマネギがい

っているわけではない。「あ

本全国のタマネギを取り扱

品揃えは一番でないし、日

ごく儲かっている。ただ、

日本一になったからで、す

ェスタで淡路島バーガーが

由は、とっとりバーガーフ

駅がある。繁盛している理

淡路島に繁盛している道の

っているような形である。

チョコレートも、家具も売

プがたくさんあり、洋服も

ジに入ると、暖色で大きな
「カートに入れる」ボタン

品揃えが多いことは、そこ

っている業態である。

自分たちがセレクトして売

げが落ちる。暖色で大きな

のポイントは通信販売の場

に１つ差し込んでいる。こ

しかし、ここの会社では上

ートの下しか出てこない。

が、普通はショッピングカ

れると次のページに飛ぶ

る会社がある。健康茶とい

熊本県に健康茶を売ってい

いわれる単品型だ。例えば、

い。１つ目は、単品通販と

る形は３パターンしかな

通信販売で成功をしてい

えは一番ではないし、そこ

セレクトショップ型。品揃

決まっている。３つ目は、

えで出店するから、勝つに

店は、一等地で一番の品揃

客力になる。カメラの量販

日本一の品揃えがあれば絶

え型だ。保存もできるので、

人にお勧めするのは、品揃

パスタソースを売っている

か決めなければならない。

中、自分がどこで成功する

この３つのパターンの

に行ったら自分が欲しいも

３つ目は「カートに入れ

ボタンにすると、ショッピ

のがある。ということが集

重要な点が３つある。１
る」というボタンが重要だ

ングカートに入れる確率が

がある。また、カートに入

し専門の会社は、通信販売
つ目はどんな写真にする
が、余りこだわっていない

している。運営している担
は、万年筆を何度傾けるか
や紺色にしている人が多い

上がる。通販をしていない

合、ショッピングカートに

うと効果があるのか怪し

でしか買えないものも無い

対に勝てる。

えて再加熱して沸騰させる。 ョコミントアイスクリーム

クリームとトリモリンを加

夏の暑い時期に食べるチ

当の人員は１・５人なので、

ｇ

の材料をロボクープにかけ

①、冷蔵しておいた卵以外

Ａを仕込む

庫で一晩寝かせる。

ぜる。卵を加え混ぜ、冷蔵

ドル

ゼラチンを加え溶かす。

くまで加熱し、膨潤した板

混ぜる。中火でとろみが付

加えかくはんし、①を加え

①、焼成したパート

【仕上げ】

常温で冷やす。

ターを加えシノワで漉して

加える。溶かしたカカオバ

ョコレートへ①を少しずつ

ます。ミントとのバランス

もらえるようにミントの使

っぱりと後味も良く食べて

が、残暑が厳しい時期にさ

れる素材の組み合わせです

人により好き嫌いが分か

の美味しさをお菓子に仕立

ｇ

③、ホワイトチョコレート

レ

てました。

ｇ

②、①を空焼きしたパート

へ②を少しずつ加えのば

②、湯煎で溶かしたミルク

が、何となくその店が好き

％…………

サブレ

し、シノワで漉して粗熱を

…………１２５ｇ

スイートチョコレート

チョコレートとスイートチ

い、何のお茶だかよくわか

次号に続く。
入れたが、最後の決済まで

％だ。私は

クリーム

トリモリン……………

て砂状になったら、卵を加

２０ｇ均等な厚さに絞り、

を考えて少しサブレのココ

…………１２５ｇ

ミルクチョコレート

えて更にかくはんして少し

上面にチョコレートチップ

ンドが低い部分にＤを流し
ｇ

ショコラの上面、ダマ

１８０℃のオーブンで約

カカオバター…………

てφ１６０㎜高さ

うハーブに置き換えれば、
チョコ用色素

グリーン
ホワイトチョコレート

ットしたφ１６０㎜高さ

トレして、①の上面に載せ

ミントの部分を紅茶や違

を強く感じる場合はココア
ルトリングを敷き込む。

る。

バリエーションを出すこと

用量は軽めの配合にしてい
固まりになったら、かくは

抜いてミントリキュールを

入れて縁の高さですり切る。 ア量は多目ですので、苦み

サブ
んを止めて冷蔵する。

とローストペカンナッツ刻

②、冷凍しておいたＣにホ

ショコラに１台１

②、①を約３㎜厚に伸ばし

加える。泡立てたクリーム

Ｅ．仕上げ材料

分間焼成する。

㎜のタルトリングへ流し入

も組み合わせで楽しめると

みを各
ピストレ用チョコレート

Ｃを仕込む

③、ムースの上面の溝にＤ

思います。その場合はサブ

の量を減らして下さい。
底紙を乗せタルトストーン

①、手鍋に牛乳とフレッシ

を線状に絞る。
す。

分間空焼きする。

ンにするか香辛料で香り付

Ｂを仕込む

けすると良いと思います。

レ生地をココアからプレー

る。

の飾り・オーナメントを飾

【製品説明】

らす。

するまで加熱する。５分蒸

ュミントを加え、軽く沸騰

％を加える。

②、卵黄にグラニュー糖を

クリーム

シノワでミントを漉して、

ぜ、粉末アーモンドとプー

粉糖と食塩を加えすり混

①、クリーム状のバターに

～

ワイトチョコレートをピス
を入れ、シルパンを敷いた

れて冷凍する。

④、ホワイトチョコレート

１台

④、塩ビモールドの上にセ

ホワイトチョコレート１：

鉄板で空焼きをする。

Ｄを仕込む

１カカオバター

ュミントを加え軽く沸騰す

①、手鍋に牛乳とフレッシ

ｇ

チョコレートチップ

ｇ

ローストペカンナッツ刻み
１台

１８０℃のオーブンで約

るまで加熱する。５分蒸ら

㎜のタ

を加え混ぜる。

アクレームを加え混

方も同じで「お問い合わせ

営業利益率は

ｇ

ｇ

ｇ散らす。
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フレッシュミント……

が、濃い色にしたら売り上

り、

ポイントになる。ある馬刺

だけで年商が１億５千万あ

方が多い。格好いいから黒

通信販売で成功し
ている３パターン

で２億円になる。商品ペー

70

か。商品ページは写真が重

講演は基本的に通信販売の

中山 裕介 氏（船井総合研究所 大阪経営支援本部）

ネットショップで成功と
失敗を分ける ３ つのポイント

要である。万年筆屋の例で

年商１億利益率28％の繁盛店から学ぶ

％の営業利益率を出

ョップと書いたが、本日の

どんな写真にする
か

12

は２０１４年４月２日（水）～４日（金）に東京ビッ
グサイトで第

ネットショップで成功と失

28

敗を分ける３つのポイント」をテーマに講演を行

％の繁盛店から学ぶ

展を開催しました。同展では「年商１億利益率

11

で、売り上げが変わる。

28
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東京都菓子工業組合では疋田文明氏（元気塾）を
講師に迎え「元気な会社の元気な経営」について講
演会を開催しました。
先月号より続く。
ら。営業が２回続けて断っ
たことがあり、社長は何な
のか聞いたそうだ。すると
今の設備では受けられない

相談される会社
になれるか
何か新しい案件があった

その②

こに「直販で入れて」と頼

センターが長野にある。そ

まった。綿半というホーム

も相談されるところから始

う会社をしているが、これ

日本ロジスティックスとい

伸びている仕事は物流だ。

今、イデシギョーで一番

綿半の物流をほぼ１００

たちでやろうとなった。今、

やっていける。それで自分

新しい設備を入れても十分

調べてみると、物流倉庫は

か」と言ってくれたそうだ。

ら共載して運んだらどう

流センターを作り、そこか

社をみんな紹介するから物

ところがある。そういう会

ら要望商品のメモを書く。

すか」と言われ、無かった

が「こういう商品はないで

ここも、店で働いている人

売ります」という企業だ。

あ る。「 手 袋 片 方 だ け で も

ターで都城のハンズマンが

最近、話題のホームセン

出しに行く。

題を抱えているのか、聞き

という先生がわかりやすい

元ハーバードのレビット

が大事なことはわかる。

い。ただ、マーケティング

た時、わからないものが多

仕事に落とし込もうと思っ

いてあるだろうが、自分の

ある。みんないいことが書

と書いた本は端から端まで

い。本屋にマーケティング

かりだった。

んでいた。すると、綿半の

える、ということ。そのた

仕事だったからだという。

ことを言っている。マーケ

めに、どういう商品を開発

でも、新しく設備投資した

ひと月に２千枚も出てくる

売り上げを伸ばすために

するのか、パッケージをど

時「これはあそこに相談し

％、ケーヨーＤ２の物流は

やらなければならないの

うするのか、という話にな

クだけの時はそんなに大き

ようか」と言われるか。静
方は「うちは小ロットの納

ここで考えて欲しいの

が、マーケティング力の強

く伸びていない。船橋の東

り、どこかと手を結ぶと受

ティングは新しい顧客を獲

は、営業マンの役割は変わ

化だ。このマーケティング

に使ってもらった。もらっ

得するため、何をするか考

そうだ。

るということ。売り込みに

っていく。

た人はおいしいと思い、ま

岡県の富士にイデシギョー
数％、一部地域ではイオ

だった。それを一営業マン

会社と同じような立場のメ

行くのが営業マンではな

て南国情緒を演出してい

た。ところが、１９９５年

武百貨店に店を出した当時

ンの物流も担っている。紙

品になる。単位も小ロット

が自分の判断で断ってい

ーカーがたくさんあり、直

る。ペギー葉山さんが南国

頃から売り上げが落ちてい

た注文してもらおうと考え

だ。物流コストが高くつく。

の生産量日本一の会社があ

た。その時「こんなことを

納したいけれど小ロットの

ほどわからない言葉はな

と歌えば歌うほど宮崎のイ

った。催事に菓子が使われ

最初は半径

けられる可能性のある仕事

る。家庭用紙が地場産業だ

していたら『あの会社は相

相談を持って来い」と言っ

い。お客様は今どういう課

るのかという人もいるが、

メージが上がってきた。だ

なくなり、コンビニに買い

というポケットティッシュ

ったが、３分の２が大手に

談しても答えてくれない』

た。振り返ってみると、少

ースをどう作るのか、土産

元気のいい会社は皆これを

から、宮崎観光の一番の功

に行くケースも増えた。す

タインデーの時「百貨店か

を日本有数の観光地にした

年にＪＴＢ

岩切章太郎さんという方
だ。私は昭和

も「また買い物に行きたい

切さんは「このままいった

行っても花が咲いている。

いうところまで追い込まれ

売して、そこそこ反応があ

れ、チョコレートのバーを

持するために何をするか考

ありますか」と必ず聞いて

日本でした方がいる。

える。獲得したお客様を維

押しやられていた。しかし、

と言って、既存の仕事を引

物流コストを負担できない

物をどうするか、どこにホ

ただ、宮崎は本当によか

してきた。

労者はペギー葉山さん」と

折り込み広告を

ら何か目玉商品を」と言わ

屋さんが、お客様と真剣に

イデシギョーは隆々として

き上げられるかもしれな

招待し、おいしいものを食

テルを建てるのか、バスガ

ったのに、岩切さんが亡く

言っていた。

た。「 商 品 が で き た か ら 食

その物流コストを受けられ

いる。紙おしぼりでも日本

し頑張ったらできる仕事ば

べてもらって、日南海岸を

イドの案内をどうするの

なった後はダメになってし

ると見事に２割ずつ落ちて

べてみて下さい」と催事販

マーケティング
力の強化

一だ。大きくなったのは、
い。そうなったら困るから、

り物にした。それから、巨

見てもらう。さりげなく、

か。何をするのか考える。

まった。これが経営の難し

いったそうだ。１９９９年、

会話をした結果だ。

相談される会社になれたか

ィズニーが持ち込んだとい
人がキャンプをする青島が

お帰りになったら「よろし

大塚製薬の大塚正士さんの

それでも南国だけでは飽

このままいったら地獄、と

くれるであろう人に知らせ

出したが、目の前がゴディ

の売り物は何かとお客様は

バだったので全く売れなか

年にこどもの国を作ってい

った。その年のお歳暮の時、
ら心配だ」と口を酸っぱく

折り込みチラシをＢ３にし
して言って、次の手を打っ

た。そこでご夫妻は２００
なと思われるかどうかだ」

０年、チョコレートの載っ
と言った。

月は生駒高原にコスモス
くれて、行ったことがない

万本、春には菜の花も咲
人には「温泉は別府に劣る

った。また百貨店から「ホ

ないと意味がない。商材を

キロに入れた。次

知られていないことは、存

て半径

年代の宮崎で売

たラスクを売り出した。当

習慣をつけさせた。アルコ

いなゴミ箱を入れ、捨てる

タッフを巡回させた。きれ

朝から園内で掃除専門のス

「ゴミを散らかすな」と、

が心置きなく遊べるように

いとした。もう１つ、子供

大人は酒を飲んだらいけな

た。子供料金で入るから、

子供料金で入ってもらっ

の。宮崎は天孫降臨の伝説

て、宮崎に優位性があるも

り物はほかの観光地になく

てもらいたいと考えた。売

の１割でいいから宮崎に来

分県別府温泉に来る観光客

当時、日本一の温泉場、大

らいしか飛んでない。彼は

い。飛行機もプロペラ機く

日本全国から来てもらえな

り物は何なのか。いきなり、

ッサージさんたちを宮崎に

目をつけた。別府で働くマ

話をするマッサージの方に

た。岩切さんはお客様と会

る機会が多い人は誰か考え

に的を絞り、観光客と接す

も足りない。次に別府温泉

ら、いくら広告宣伝をして

全国の観光客を相手にした

商材も知らせやすい。日本

ピンスポットでいいから、

る。的を絞り込んでおくと

在してないことと一緒であ

う思われるために、観光コ

と思われるかどうかだ。そ

か。「また宮崎に行きたい」

維持するためにどうするの

では、獲得したお客様を

めのやり方である。

だ。新しい客を獲得するた

もらうことに成功したそう

る。これをすることで来て

ですよ」とＰＲをしてくれ

ですよ、日南海岸はきれい

ですよ、食べ物はおいしい

かもしれないが、人情豊か

和

年代の話が今に通用す

くと知恵や思考が進む。昭

を絞り込むか。こうしてい

り物にしようか。どこに的

出てこない。何をうちは売

いっても、知恵はなかなか

得するために何か考えると

進む。単純に新しい客を獲

キーワードがあると思考が

つのキーワードを言った。

また来たいと思わせると４

在を知らせる、来てもらう、

以上、的を絞り込む、存

やびろう樹がたくさんあっ

ない。宮崎はフェニックス

南国情緒を醸し出す風景が

土佐と言っているけれど、

があり、岩切さんは「南国

たと皆、心配した。後日談

イメージができて、取られ

したら、南国は土佐という

佐を後にしてという歌を出

から、ペギー葉山が南国土

ならすぐに飽きられる。だ

とをしていても、同じこと

てこられた。どんないいこ

辺地域では業界一になっ

も手がけるようになり、周

菓子屋として伸びて、パン

菓子屋を始めた。地方の和

ろ、新町というところで和

ともと初代が明治の半ばこ

ラスクの原田さんは、も

考えていた。

する。常にこういうことを

どにおいの強いものに集中

クセイとかジンチョウゲな

次はにおいの宮崎。キンモ

く。これも飽きられたら、

だから、地元の人にギフト

ら観光土産にもならない。

ばかりで、観光地もないか

の新町は人口が減っていく

はギフト用品である。地元

クに絞り込んだ。もう１つ

込んだのか。売り物はラス

伸びている。何に的を絞り

ており、全然無理しないで

今は２００億円近くまで来

００５年には４～５億円、

時の売り上げは１億円、２

たのではない。普通のラス

ただ、最初から順調だっ

山のようにある。

っており、空白地域はまだ

り場を出すのが夢だ」とい

つの県の１つの百貨店に売

を徹底的にした。社長は「１

仕組みが入っている。これ

い、連絡をしたい」と思う

ってもらい「また注文した

こには存在を知らせて、買

の年は新聞広告にした。こ

し込んだらどうなのか考え

ず、自分たちの仕事に落と

だ、観光地の話だ」と考え

いた時に「それはよその話

ていった。こういう話を聞

が飛ぶように売れて、伸び

グしたものを出した。これ

チョコレートをコーティン

れたので、今度はホワイト

ワイトデー向けを」と言わ

30

30

次号に続く。

て欲しい。
の地や宮崎神宮があるの

ッフの巡回は、

で、建国三千年の歴史を売

50 10

年前にデ

20

30

ール厳禁、掃除専門のスタ

かしい」と言った。大人も

誰かという的の絞り込み

相談していたら「あなたの

これを実践した経営者
年の
ある。南国情緒豊かな植物

くお願いします」と言って

出版した本は「もういっぺ

きられると、３６５日花の

われているが、昭和

もたくさんある。これを売

おくと、一生懸命にＰＲを

さで、一時的にいい仕事を

宮崎をした。宮崎はどこに

年代、宮崎

り物にした。ただ、的を絞

してくれる。マッサージを

する人はたくさんいるが、

、

その岩切さんが、宮崎を

り込んだだけでは新しい客

んと思われてこそ事業は成

持続させるのは難しい。岩

は、昭和

日本一の観光地に仕上げる

は獲得できない。次は存在

功する」というタイトルだ

は、ケーキもしていたので

ためにしたことが、レビッ

しながら、最初は別府温泉

った。ユニクロの柳井さん

色々な商品を置いていた

トのマーケティング理論の

のことを言うだろう。その

キロにＢ４の

に入社した。その時、研修

を知らせる。ＰＲの重要性

後「宮崎に行かれたことは

た。存在を知らせることは、

旅行に行ったのが宮崎だ。

だ。いくら皆さんの店の饅

が、売れなかった。バレン

実践だった。新しい客を獲

頭がおいしくても、買って

万枚入れ

当時、日本一の観光地で、
得するため、的を絞り込ん

ないか」という話になった。

90

だ。２つあって、自分たち

疋田 文明氏 （元気塾）

フェニックスハネムーンと

元気な 元気な
の
会社
経営

だ。昭和

いった。岩切さんは昭和

14

るが、その時に「こどもの

10

40
44

国に大人料金があるのがお

14

10

30
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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

すかね︒もう１つ︑売店で

︵株式会社アンゼン・パックス代表取締役︶にお
願いしました︒

先月号より続く︒
※伊豆店での説明から
﹁ラスク教室﹂﹁お菓子教室﹂

開発を苦労されたパ

尾関
をやってるんですね︒自社

菓子の先生に来てもらっ

じゃ大変なんで︑近くのお

ンが︑すごい行列になって

㎝くらいのラスク

ますね︒
大川

その④
で卓球をでき

２階は会議場でしたので︑

コーヒーもただ︒この上の

す︒あとは飲み物もただ︑

観光バスが来て︑うちの一

上げは今︑２億７千万です︒

が働いています︒ここの売

には１００人くらい従業員

しかない町です︒この工場

釜石市長に義援金をお渡ししました
る︒家族で遊
んだりとかで
きる︒無料の
マッサージチ
ェアも使っ
て︑ゆっくり
してもらうと
か︒でもそう
やってると︑
この売り場は
山の中で︑ほ
とんど人が歩
いていない︑
千人

議場の跡を見れて︑そこで

番のドル箱です︒家賃も言

人口は

費と︒ですから︑先生は喜

ゆっくりしたり︒

えないくらい安い︒

て︑一人５００円でラスク

んで︑２〜３万円︑稼いで

尾関 そのままですもんね︒

や手作りパン︑とやるんで

いただく︒自分でいろんな

大川

用パンを︑焼きたてパンで

と２万円︑１日２万円くら

お菓子をやってくれる︒う

売ってるんですけど︑それ

いお渡しするんです︒いた

ちは売店でお客さんが群が

すね︒その先生には︑１回

日３回なんですけど︑並ん

だいたお金は全部先生にあ

しても通じないし︑うちの

なっちゃったな︑と︒電話

して出ていた百貨店や駅の

尾関

策を考えました︒

た︒すぐに工場に行って対

なくなるよ﹂と言われまし

なんとかつながないと︑店

れてくれない︑社長︑どう

ということで︑なかなか入

って︑岩手で検問があった

秋田へ︑そこから岩手に入

か向えなくて︒新潟県から

すけど︑その当時︑なかな

トラックで釜石に向うんで

間経つと︑おせんべいとか

なか料理が作れない︒数日

し︑電気もないから︑なか

無くなってしまいました

ーやコンビニの食材も全部

釜石の震災直後は︑スーパ

なかできなかったですが︑

ます︒私からの指示はなか

でくれるんです︒

尾関

工場もダメなのかな︑従業

店を︑なんとか自社店舗を

を食べるんですが︑そのと

人を５千円で︑４回やる

本２５

げますから︒材料代はただ

きたての時間となると︑

０円です︒確かに安いんで

尾関

の︑自分の事業が終わった

員のみなさんどうしてるの

しますか？というメールが

きにうちのスタッフはです

町長室があったとこ

すけど︑柔らかいんです︒

ろは︑卓球場にして︑無料

なと思われたくらいのこと

かなあと︑大丈夫かなと︑

来たんで﹁ばかやろう︑そ

東日本大震災 避難所にパンを配る

がと伺いました︒ちょっと

クローズしてでも︑事業停

んなの突破しろ﹂と言いま

さてここで︑３回目

時間を戻しますけど︑この
大変なことになってしまっ

止を守ったということです

大川

戻ってくることにしまし

き︑帰りにラスクを積んで

して︒救援物資を積んで行

て︑パンを届けました︒

で被災地の体育館を回っ

を持って︑うちのトラック

ね︑この長いパンとバター

くと︑２０１１年３月
ニュースを見て︑釜石に工
合いの宮崎さんという神戸

舗は全部営業して︑そこに

た︒それでお店はなんとか

すぐに翌日から︑店

場がある社長として︑どう

で震災に遭われた経験を持

あるものをデパートや店に

尾関 連絡が取れなくても︑

実は三陸でしたが︑事務所

火したなあと思いました︒

て︑これは︑箱根の山が噴

のように︑ものすごく揺れ

ているときでした︒ご存知

まして︑物件のことをやっ

大川

初の１〜２週間はなんとか

と︑撤退させられるよ︒最

そこに納入ができなくなる

か駅ビルにあるじゃない︒

川君のところはデパートと

ろん震災も大変だけど︑大

って﹁これ大変だよ︑もち

の元社長さんから電話があ

つアンリシャルパンティエ

で︑私の息子と営業部隊で︑

ラーメンから︑すべて積ん

資のいろんなもの︑カップ

して︑そこに灯油も救援物

つくって︑トラックを用意

らでできるのは︑遠征隊を

たんです︒ですから︑こち

ーの前で︑結構商品があっ

にも３月

さんにお伝えしたいと思い

たな︑ということを︑みな

従業員が︑本当によくやっ

大川

スクをお配りされたりとか

ろで被災を免れ︑あったラ

尾関

そのときに︑釜石の

されたことを伺っています︒

褒めた覚えがあります︒

彼らに﹁よくやったな﹂と

んでいただいて︑そのあと

大川

ね︒

自主的にそうされたんです

日のホワイトデ

でＴＶをつけたところ︑釜

なっても︑それ以上になる

工場もすんでのとこ

メートルくらい上を

と︑違う店を入れられるよ︒

次号に続く︒

被災地の方々にも喜

走っている高速道路が海に

石の

なっていた︒すごいことに

このときは箱根にい

だったのでしょうか︒

配送しました︒運良く工場

つながりました︒

11

その時にテナントと

パンフレットをご覧いただ

ね︒

10
た︑もうダメかなあと思っ

1
たことでした︒すぐに知り

1
日︑

さすがです︒

っているだけで充分なんで

が行列なんです︒なぜか焼

大川 吉美 氏（株式会社グランバー 代表取締役）

の人生

で提供します︒場所と高熱

七転び八起き

なんか温かいのでいいんで

7
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の側溝があり︑ユスリカも

その②

ないことがある︒長期間放

らくテープ交換がされてい

は入らない﹂と自信を持っ

ものを使っているから﹁虫

大切である︒外側には雨水

に捕虫器を置かないことが

てくる︒外から見える位置

を発見し︑真っ直ぐに寄っ

走光性を持つ昆虫は︑ＵＶ

見える場所にあると︑正の

け︑外からすぐに捕虫器が

外側のシャッターを開

型のフィルターを内側に付

ィルター﹂というソックス

気ユニットに﹁通さないフ

ような虫が入る場合は︑給

虫器の誘引灯の灯りが鉄板

を目印に移動するので︑捕

昆虫は︑月明かりや反射光

る︒もともと正の走光性の

灯の光でも虫は誘引され

見受けられる︒映った誘引

い︒この状況は食品工場で

ＵＶが映っている場合が多

シなどが発生し︑非稼働の

に生息をしているシバンム

たまる︒すると︑本来外側

排気するので︑粉の原料が

体を使うエリアは︑ここで

止めている工場もある︒粉

へ誘引される︒外から虫が

などに映っていると︑そこ

する︒消防法上この部分を

簡単に天井裏や部屋に侵入

ックスの中まで入り込み︑

らないので︑巻き込みのボ

かけられている状況と変わ

と︑シャッターではしごが

ある︒クマネズミからみる

口には︑何㎝かのすき間が

ほうが近い誘引源になって

よりもパウチされた表示の

から見ると︑捕虫器の灯り

いた︒ハネカクシの発生源

器の誘引灯の灯りが映って

た紙だった︒その紙に捕虫

ラベリングし︑パウチされ

波を設置すると有効な侵入

のある建具の部分に︑超音

耐えられない︒シャッター

音波を当てると︑ネズミは

できないようなすき間に超

もここを通らなければ侵入

あれば我慢する︒どうして

ているネズミは少しの間で

朽ち木に生息しているクロ

らされて腐ると︑本来外の

多い︒その場所が結露にさ

壁の中は木材を使うことが

質の腐朽環境がよくある︒

にある二重壁の中には︑木

冷蔵・冷凍の空間の近く

ズミの入る率が非常に高い

やすい︒特に２月がクマネ

いる空間に入る行動をとり

けれど生きるために︑人の

間があると︑ネズミも怖い

その時にシャッターにすき

るしか選択肢がなくなる︒

不足と寒さで建物の中に入

が増えたなか︑ネズミは餌

のに変える︒

カビの生えづらい鉄骨のも

合は木質のものを撤去し︑

シの発生源になる︒その場

のカビを食べるヒメマキム

になる︒また︑植物質由来

ろに黒い点が生じていた

置をすると︑捕まり損ねた

ているお客様がいる︒ただ︑

ける︒

日に逆流して︑工場の中に

防止ができる︒

いた︒そのパウチされた紙

虫の羽からちぎれて下に落

給気ユニットそのものに弱

入ってくる︒対処としては︑

埋めることはできないの

誘引されるので︑捕虫器を

下することが起きる︒テー

点を持っている場合があ

３６５日つけ放しにする

で︑すき間をぎりぎりまで

り︑蛍光皮膜が破けている

プの交換は最低でも３ヶ月

る︒例えば︑フィルターを

か︑たまったごみを定期的

に向かい︑虫が体当たりし

に１回交換しないと︑粘着

入れた枠をはめ込むタイプ

屋上にあるルーフファン

に清掃する︒

置く場所は気をつけたほう

力が劣化して︑捕虫効果を

は︑動くので横の部分を外

から︑虫が逆侵入してくる

わいている︒そうしたとこ

工場にはエクスパンショ

すと︑虫がへばりついてい

パターンが多い︒稼働され

所があったらチェックして

ことがある︒蛍光灯のフィ

ンという建物をつなぐ部分

た︒給気ユニットはそうい

いただきたい︒気になる点

株式会社シー・アイ・シーでは︑クリーンドク

があるが︑上に鉄板が被さ

う状況になっているところ

ている日は動いているが︑

とネズミの餌になる︒秋口

があれば当社にお声がけ頂

ラメント部分は雷と同じ現

って︑床の製造エリアとレ

が多いので︑チェックが必

に落ちたドングリの実を放

ければお伺いしたい︒

て︑下の床に落ちてきてい

ベルの差がない︒すると掃

要︒また︑フィルターの目

ンジン音くらいの音圧にな

置しておくと︑ネズミが食

◎記事の問合先＝電話・

た︒捕虫器の反射光も考慮

除した時の水が中に落ち込

が細かいほど︑枠のすき間

っているので︑普通のネズ

べて絶対数が増える︒冬に

０３︵３８４５︶８６２８

がいい︒製造エリアでも同

み︑すき間暗所と水を好む

から虫やほこりが入ろうと

屋上の雨水系統では︑天

ミは耐えられない︒ただ︑

なるとドングリもなくなる

じことがいえる︒中にある

昆虫が中に生息する︒ここ

する︒枠をボルトなどで固

井裏につながるすき間部分

シャッターが開け放しで超

ので︑餌不足に陥る︒絶対数

︑捕虫器設置
位置不良４

リスクまで増やす︒

失うし︑余計な異物混入の

用的要因におけるネズミ・昆虫発生要因﹂をテー

マに講習を行いました︒

先月号より続く

︑捕虫器管理
不良
管理不良の状態で捕獲専
用にしている捕虫器は︑長

︑エキスパン
ション隙間環境

︑吸気ユニッ
トの構造不良

めにも︑見える位置に捕虫
器は置かない︒人間の目視
で十分に位置取りは確認で
きるので︑設置位置も考慮
が必要である︒

︑捕虫器設置
位置不良５
捕虫器の位置を考慮し︑
壁の向こう側に置いても︑
光が冷蔵庫の鉄板に当たり

︑ルーフファ
ンの管理不良

︑屋根︱外壁立
壁間の隙間環境

虫器の灯りが映っているだ

していることが多い︒ＵＶ

ＵＶカット処理されてい

と︑ほとんど捕虫器と同じ

光皮膜が全部破けている

カットでない蛍光灯で︑蛍

る蛍光灯であれば大した問

で︑虫を寄せ付ける要因に

けで︑そこに虫が向かうリ

ある工場でハネカクシが

題ではないが︑両端のフィ

なるので︑交換が必要︒

スクが発生する︒

大量発生し︑虫が落ちてく

ラメントの金属のあるとこ

ゴキブリやアリの好む環境

になり︑侵入してくる要因

時期である︒ドングリの実

がよく落ちている状況があ

う話をよく聞かれると思う

だ︒超音波が効かないとい

ういう種子を食べていた︒

もともと野生のネズミはこ

落ちていることがあるが︑

緑地帯にどんぐりの実が

があると思う︒気になる場

いくつか当てはまるところ

いないかもチェックする︒

な︑マメ科の植物が生えて

カラスノエンドウみたい

れば︑清掃したほうがよい︒

が︑使い方を間違っている

カラスノエンドウという植

︑緑地帯の整
備不良

︑木質腐朽環境

る壁があった︒侵入源も発
生源も探したがなかった︒
しかし︑その壁の上のほう
にあったのが︑注意喚起を

抑えるか︑超音波で外から

きている可能性が高い︒陰

業者が多い︒業者が使って

物が︑緑地帯に生えている

の侵入を抑えることが必要

圧の工場では︑天井と壁た

いるものは︑ネズミにとっ

の項目のうち︑

てかけのすき間部分をシー

てジャンボジェット機のエ

抜粋で
リングしたほうがよい︒

︑シャッター
等建具の構造的
隙間環境

24

ろからの虫の侵入を防ぐた

は埋め戻しが難しい︒エク

定すればここまでの状況に

がある︒陰圧の工場の場合︑

音波が上から下に鳴り︑奧

17

18

24

ター講習会を同社会議室にて開催し﹁構造及び運

スパンションは建物同士の

はならない︒特に入りやす

虫が空気の流れに沿って入

食品工場の蛇腹型のシャ

に行けば餌があると分かっ

象が起きており︑捕虫器に

揺れを緩衝するものなの

い虫ではアザミウマがいる

る︒特に外側からの気流の

ッターはネズミに注意す

が必要だ︒

で︑シーリングしてもすぐ

が︑コンマ何ミリの幅があ

流れで︑天井と壁の際に煤

る︒シャッターの引き込み

ものは︑ほとんど金属なの

破けてしまうが︑放置でき

れば入ってくる︒ＨＥＰＡ

が入って来る跡がある工場

負けないくらいのＵＶを出

る場所ではない︒一旦シー

フィルターをつけていると

では︑そこから虫も入って

で︑製品が曝露する面に捕

リングして︑破けていたら

ころでも︑この虫が入って

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）

23

16

21

22

15

︑構内蛍光灯
管理不良

修繕する︒

きていることがある︒この

ネズミ・昆虫発生要因

給気ユニットのＨＥＰＡ

構造及び運用的要因における

フィルターは︑目の細かい
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東京製菓学校 和菓子課

深川 真寿実
氏
下のソボロが潰れてしまう

１か所に漉し出すと重みで

※大量に製造する場合、

で漉し出す。

③９メッシュ程度のふるい

しておいた高麗生地に２等

⑫羊羹の荒熱を抜き、冷却

かい状態で上げる）

消 火 す る。（ 煮 詰 め ず 軟 ら

みを入れ、更に沸騰したら

⑪軽く沸騰したら栗蜜漬刻

餡を入れ混ぜる。

合う味付け・仕上げをして

や抹茶等で着色し、季節に

てもよい。その場合は色素

でしたが、白並餡を使用し

●今回は小豆餡使用の配合

〈ポイント〉

わりは下に来るように。

上南粉…………………
餅粉……………………

ｇ

ｇ

………１０００ｇ

ので、何か所かに分けて漉

グラニュー糖…………

ｇ

し出すとよい。

左記小豆火取餡

ｇ

すが、厳密に分かれている

西風といわれているようで

グラニュー糖……３００ｇ

水………………約３５０ｇ

粉天……………………９ｇ

〈小豆羊羹配合〉２枚分

を散らし入れ、箸でならす。

いておいた枠の中にソボロ

④セパレートペーパーを敷

羹が生地に染みる可能性が

生地に流してしまうと、羊

※羊羹が熱いうちに高麗

分にして流す。

りますが、割れやすくなる

じになり食感もソフトにな

るとソボロの目が浮いた感

ください。黄味火取餡で作

薯蕷粉…………………

わけではありません。

㎝の枠を

麗」が関東風「村雨」を関

〈高麗生地配合〉２枚分
（今回は

麗

し、つなぎの粉類を混ぜた

潰餡………………５００ｇ

高麗とは餡をソボロに

後、蒸して仕上げるお菓子
小豆並餡………１２００ｇ

〈製法〉

栗蜜漬刻み………１５０ｇ

白並餡……………１００ｇ

反転し、セパレートペーパ

⑦蒸れ上がったら紙の上に

して中火蒸気にて 分蒸す。

⑥セイロに移し、露取りを

⑤平板で平らに押す。

使用）

上げ、固まったら、寸法に

棒などを使い手前から巻き

⑬羊羹が半止まりの頃、麺

意。

れいに流せなくなるので注

が固まり始めてしまい、き

逆に冷ましすぎると、羊羹

から乗せ冷却後、棹仕上げ

厚めに流し、もう１枚を上

１枚を舟に置き、羊羹等を

し固め蒸上げた後、最初の

としては、舟のサイズに押

●仕上げのバリエーション

と言えるでしょう。

※手の甲に付かないくら

け沸騰させる。

となる部分を作り、そこを

の手前を少し折り曲げ、芯

※巻き上げる時は、高麗

か小口で仕上げてください。

と流し合わせて、棹仕上げ

し上げ、淡雪羹・羊羹など

くは高麗を厚めに押して蒸

ので巻物仕上げには不向き

①小豆並餡に適量の水と配

ーをはがす。

か小口仕上げにする。もし

⑩グラニュー糖を入れ、砂

中心に巻き上げる。巻き終

60

糖が溶けたら、潰餡・白並

℃程度で良い。

合のグラニュー糖を加え、

⑧乾かないように冷却する。

包丁する。

にする。
※粉類は混ざったら、そ
れ以上混ぜない。

15

ある。約

い。
⑨その間に小豆羊羹を練

火取り冷却する。

②火取餡を配合の目方に計

21

る。水に粉天を入れ火にか

36

り、粉類をもみ混ぜ２等分

㎝×

です。呼び方については「高

高

50
20 10 15

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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