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食品表示基準 ４月１日

か
施行
ら

経過措置期間は５年
ルールの改善

３・アレルギー表示に係る

品を除くこととする。

対象については、業務用食

・ただし、ルールの改善の

欄に改めて表示が必要）等

「卵」、「小麦」も一括表示

な く と も よ い が、 今 後 は

改めて一括表示欄に表示し

で表示されている場合は、

的な表示事項や表示方法等を定めた食品表示基準も公布・施行された。同法によ

・製造所固有記号を使用す

合に限り利用可能

２以上の工場で製造する場

・原則として、同一製品を

に係るルールの改善

２・製造所固有記号の使用

⑶一括表示する場合、一括

一括表示を可能とする。

表示を原則とし、例外的に

択の幅を広げるため、個別

⑵アレルギー患者の商品選

を含む旨の表示を義務付け

原材料についてアレルゲン

ことにより、より広範囲の

（注２）代替表記

麦を含む」を省略可）

含む」を省略可、パン→「小

（例：マヨネーズ→「卵を

れてきた表記

ことが予測できると考えら

般的に特定原材料等を含む

代替表記を含まないが、一

表記に特定原材料名又は

（注１）特定加工食品

り食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進法の三法に定められていた食品表示は一元化

る場合には、次のいずれか

表示欄を見ることでその食

１日からになる。

が、アレルゲンを含む食品

そしていつも二人で、

かんぱいして食べます。

「おいしいね。」

お父さんといっしょに、

なんだと思います。今日も、

す。お父さんもきっと同じ

とおいしくなると思いま

みんなで食べたほうがもっ

回っていたそうだ。

地を歓声を上げながら駆け

群れをなして町内の細い路

う。たくさんの子ども達が

気に満ちあふれていたと言

祖父は、子どもの世界は活

だ。でも

た は ず

いなかっ

りきって

豊かにな

たくっついた」

に放り込むと奥歯にぺたぺ

かちんかちんに乾いて、ロ

つるされていた甘納豆は、

かった。小袋の中に入って

食べた甘納豆ときたらひど

「俺たちが子どもの頃に

あ」と頓狂な声を上げた。

「 ほ う、 こ り ゃ あ 逸 品 だ

ながら、

「甘納豆」でお茶をすすり

ある日、祖父は頂き物の

「 お 祖 父 ち ゃ ん、 ち ょ っ

う。

には決まって祖父にこう言

だから私はこうした話の後

気の源なのだと思うのだ。

もお菓子は子どもたちの元

を聞くたびに、いつの時代

いたんだなあ」

うしてみんな未来を夢見て

とだったということだ。そ

ということは、そういうこ

同コンテストには２万８２６２作品が応募され、
厳選な審査の結果、小中学校それぞれから１作品ず
つ最優秀賞が選ばれた。併せて小中学校それぞれ
作品ずつ優秀賞も選ばれた。
最優秀賞は次の通り。

小学校の部
「おいしいね。」

とみんなのおやつを買いに

祖父は悪戯っぽくちょっ

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。

⑴特定加工食品（注１）及

された。ただし、加工食品については５年間の経過措置期間が設けられており、

の事項を表示

コンテ
スト

「おいしいね。」

と言ってかきのたねを食べ

「 う え ～。 お な か 痛 く し

とにやにやしながら財布を

小学校三年男子

ろい。町内には子どもたち

た。

取り出す。

加賀で育って77年

びその拡大表記を廃止する

現行の食品衛生法では表

①製造所所在地等の情報提

「お菓子で元気になろう！」作文

年度菓子需要喚起対策

最優秀賞２作品決まる
全日本菓子協会では平成

と言ってえ顔になります。

として、全国の小中学生を対象とした「お菓子で元

かきのたねのちょっぴりか

気になろう！」作文コンテストを行った。

群馬県

ようと思います。

私は、こうした祖父の話

ぼくは、お父さんといっ

らい味がとてもすきです。

「 そ ん な 奴、 誰 一 人 い な

」

出かけてくるからおこづか

たくさんの駄菓子は玩具や

かった。蝿の止まっている

い頂戴

くじ引きと一体化し、子ど

私が尋ねると祖父は答え

なかったの？」
よりお父さんと二人で同じ

「元気の源」

も た ち は そ こ で、「 わ く わ

の「駄菓子屋」があって、

の「社交場」としての数軒

祖父の駄菓子話はおもし
しょに食べるかきのたねが

でも、本当はおかしの味
食べる前にお父さんがちょ

おかしを食べてわらう事の

山形県

中学生の部

大すきです。夜、ごはんを

っとだけぼくに分けてくれ

社会科の授業が正しいな

中学校二年女子
方がうれしい気がします。

まんまろん

日、具体

示対象とはされていない軽

日から施行され、併せて３月

のバランスを図り、双方に

度の撤塩、生干し、湯通し、

一昨年公布された食品表示法が４月

分かりやすい表示基準を策

年４月

消費者庁は食品表示基準

定するとしている。

品に含まれる全てのアレル

理解できる表記

供を求められたときに回答

括表示欄に全て表示（現行

（例：たまご→「卵を含む」

調味料等により簡単な加工

新たに義務化された栄養成分表示を含め、新しい表示基準の適用は平成

の策定方針は基準を統合

供と事業者の実行可能性と

②製造所所在地等を表示し

は例えば「卵」や「小麦」

と同一であるということが

マンゴー）についても「加

たＷｅｂサイトのアドレス

ゲンを把握できるよう、一

工食品」として整理。その

する者の連絡先

ついて、ＪＡＳ法の考え方

を省略可、コムギ→「小麦

を施したもの（例：ドライ

１・加工食品と生鮮食品の

を含む」を省略可）
２面に続く。

が原材料として表示されて

ハッカ紙をくちゃくちゃ噛

いる場合や、「たまご」や「コ
ムギ」が代替表記（注２）

んでも、ネタネタのガラス

等

く」と「どきどき」と、満

瓶の中の酢イカを食べても

③当該製品の製造を行って
いる全ての製造所所在地等

足と羨望と礼儀と感謝とを

みんなうまそうな顔をして

結果、新たにアレルゲン、

ら、祖父

学んだのだと、祖父は思い

製造所等の所在地等の表示
義務が課される。

が子ども

出に出くわす度にそうした

に基づく区分に統一・整理

れるもの】

の頃は、

いたさ。あの時代を生きる

【新たに加工食品に区分さ

ＪＡＳ法と食品衛生法に
おいて異なる食品の区分に

２０１４年「お菓子で元気になろう！」

日本はま

ことを言う。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
作文コンテスト作品集

だ十分に

区分の統一

現行制度からの主な変更点

表記方法や言葉が違う

し、消費者の求める情報提

20
32

おかしは一人で食べるより

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

1

ます。お父さんはビール、

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

ブランディケーキ

チーズカステラ

本格的カステラ

あんてぃらみす

花豆マフィン

サンプル･案内書送ります。
電話･FAXお待ちしています。

26

ぼくはオレンジジュースで

‼

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

10

発行人

全国菓子工業組合連合会
理事長 大窪幹夫
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員：   600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般：2,000円
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治教授
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（１） 平成27年４月15日

食品表示基準
１面より続く。

準を策定するという観点か

⑵分かりやすい食品表示基

販売者が容器包装入りの加

合又は食品関事業者以外の

渡（ 販 売 を 除 く。） す る 場

しくは多数の者に対して譲

ールの変更

ら、食品表示基準と通知等

工食品を販売する場合）に

類 ） に は、「 含 む 旨 」 の 基

にまたがって表示ルールが

は、製造所又は加工所の所

て、任意でナトリウムの量

７・原材料名表示等に係る

規定されるのではなく、基

在地（輸入品にあっては、

食品関連事業者（注３）に

４・栄養成分表示の義務化

分の間は、課税売上高が１

００万円以下の事業者（当

における課税売上高が１０

・低減された旨の表示をす

の考え方を導入）

⑴相対表示（コーデックス

ールの改善

る強調表示（食塩無添加表

ナトリウム塩無添加に関す

する強調表示及び食品への

規）

８・販売の用に供する添加

⑶略

略

ルールの変更

準にまとめて規定すべき表

準値以上の絶対差に代え

⑴略

示ルール（例えば、栄養素

輸入業者の営業所所在地）

を表示することができる。

⑵複合原材料表示につい

及び製造者又は加工者の氏

０００万円以下の事業者又

る場合（熱量、脂質、飽和

％以上の絶対差（固体と

液体の区別なし）が必要（絶

て、それを構成する原材料

等表示基準値、栄養機能食

名又は名称（輸入者にあっ

て、栄養素等表示基準値の

対差の計算方法の変更）

品である旨及び当該栄養成

この場合において、ナトリ

付して食塩相当量を表示す

⑵無添加強調表示（コーデ
を分割して表示した方が分

分の名称の表示の方法等）

対し、原則として、全ての

は中小企業基本法第二条第

脂肪酸、コレステロール、

ウムの量の次に、括弧等を

ることが必要。

かりやすい場合には、構成

消費者向けの加工食品及び

五項に規定する小規模企業

示を含む）は、それぞれ、

物の表示に係るルールの改

「保存方法」、「消費期限又

関する表示事項（「名称」、

⑶原材料と添加物は、区分

善

㎠以下の場合、安全性に

⑴表示可能面積がおおむね

一定の条件が満たされた場

を明確に表示

合にのみ行うことができる。

食品への糖類無添加に関

添加物への栄養成分表示を

者（おおむね常時使用する
糖類及びナトリウム）及び

現行制度からの主な変更点
５・栄養強調表示に係るル
ックスの考え方を導入。新

する原材料を分割して表示

ては、輸入業者の氏名又は

義務付け

人（商業又

名称）も省略不可

・表示レイアウトの改善

【義務】エネルギー、たん
従業員の数が
強化された旨の表示をする
略

は 賞 味 期 限 」、「 表 示 責 任

・経過措置期間

場合（たんぱく質及び食物

加物の全ての表示について

はサービス業に属する事業

ナトリウム（「食塩相当量」

略不可

５年とする。

を主たる事業として営む者

で表示（注４））

⑵表示責任者を表示しなく

基準の施行後、新ルールに

⑴安全性の確保の観点か

てもよい場合（食品を製造

者」、「アレルゲン」及び「Ｌ

質を保つ観点から、

ら、指導ではなく、表示義

９・通知等に規定されてい

絶対差に加え、新たに、

上その量を低減することが

務を課すべき表示ルール

（注５）ナトリウムについ

については、５人）以下の

％以上の相対差（注５）が

困難な食品については、相

繊維）には、基準値以上の

【任意（推奨）】飽和脂肪酸、
事業者））、②業務用食品を

必要（栄養強調表示をする

対差についての特例を認め

基づく表示への移行の猶予

販売する事業者及び③食品

ための要件の変更〉

の創設

期間）は、加工食品及び添

食物繊維

関連事業者以外の販売者

・強化された旨の表示をす

し、若しくは加工した場所

略

―フェニルアラニン化合物

【 任 意（ そ の 他 ）】 糖 類、

は、栄養成分の量を表示し

（ボツリヌス食中毒対策の

で販売する場合、不特定若

を含む旨」については、省

糖質、コレステロール、ビ

なくともよい。
る。

表示）

る表示ルールの一部を基準

タミン・ミネラル類

る場合（ミネラル類（ナト

６・栄養機能食品に係るル

に規定

（注３）①消費税法第９条
（注４）ナトリウム塩を添
リウムを除く。）、ビタミン

25

25

◎新たな機能性表示制度

経過措置期間（食品表示

11

対策の周知の依頼あった。

企業団体中央会に対し、同

のため中小企業庁より中小

活用が期待されている。こ

企業・小規模事業者の施策

予算が成立し、全国の中小

年度補正

事業者支援のための施策を

先般、中小企業・小規模

●原材料・エネルギーコス

な融資制度

▽継続・拡充・創設する主

い手に対する融資を行う。

等の新たな事業・雇用の担

取組を行う事業者、ＮＰＯ

など地域における前向きな

よる創業や円滑な事業承継

る事業者、また、女性等に

業者や省エネ投資を促進す

中小企業事業７億２千万

とする。貸付限度額（別枠）
：

従来とは別枠の貸付限度額

・ ％引き下げるとともに、

推進する場合に、金利を０

を取得し、省エネルギーを

エネルギーに資する施設等

率が低下している中で、省

の 創 設（ 設 備 資 金 ）： 利 益

・「省エネルギー促進融資」

生活事業４千８百万円

工中金７億２千万円、国民

限度額：中小企業事業・商

・８％）引き下げる。貸付

を見直すことで、月々の返

権を一本化し、返済ペース

資に借り換える際、複数債

き融資を新たな保証付き融

●借換保証：既往の保証付

円）で利用することが可能。

億円、国民生活事業４千万

付限度額（中小企業事業３

ーンを、従来とは別枠の貸

千２百万円※資本性劣後ロ

２千万円、国民生活事業７

限度額：中小企業事業７億

０・４％引き下げる。貸付

業・小規模事業者の一層の

応することで、被災中小企

害に対し迅速かつ柔軟に対

用基準を弾力化し、自然災

た時点で発動するなど、運

て、災害救助法が適用され

ティネット保証４号につい

等）増加を踏まえ、セーフ

化：近年の自然災害（大雨

●自然災害への対応の強

を一層強化。

と連携した経営支援の取組

において、地域金融機関等

２８７６

庁金融課０３―３５０１―

◎問い合わせ先：中小企業

強力にサポートする制度。

営の状態を改善する取組を

し、金融面だけでなく、経

を減免（概ね▲０・２％）

善に取り組む場合に保証料

の力を借りながら、経営改

門家（金融機関、税理士等）

・小規模事業者が外部の専

力強化保証とは、中小企業

速化・柔軟化を図る。経営

税制措置の適用期限を、２

受けることができる。この

別償却又は７％税額控除を

当該設備取得価額の

た設備投資を行った場合、

等の経営改善指導を踏まえ

中小企業等が、商工会議所

○商業・サービス業を営む

水産業活性化税制の延長

▽商業・サービス業・農林

・９％に引き下がる。

法人税率は、来年度から

超える所得金額に課される

％特

23
新たな据置期間の設定も可

済負担が軽減されるほか、

融機関と連携して経営支援

②信用保証協会が、地域金

安全・安心を確保。

○中小企業等は、年８百万

の軽減税率の延長

▽中小企業等に係る法人税

年 延 長。（ 適 用 期 限： 平 成
年度末まで）
円、国民生活事業７千２百

30

ーコスト高などの影響を受

中金が、原材料・エネルギ

①日本政策金融公庫や商工

への資金繰り支援

◎中小企業・小規模事業者

る場合、金利を最大０・６

援機関等の経営支援を受け

や厳しい業況にあり認定支

利益率が低下している場合

の継続・拡充（運転資金）
：

・「セーフティネット貸付」

などを行う場合に、金利を

営権の確保や付加価値向上

継等に当たり、安定的な経

援資金」の創設：事業の承

・
「事業承継・集約・活性化支

●創業支援・地方創生関連

万円

進するため、信用保証協会

事業者などの経営改善を促

繰り返す中小企業・小規模

に支障が生じ、条件変更を

的な経営支援：経営の安定

●信用保証協会による積極

能。

対応を支える信用保証の迅

り支援を行う。また、災害

支援と一体となった資金繰

推進することにより、経営

化保証等による借換保証を

を実施し、また、経営力強

度末まで）※年８百万円を

る。（ 適 用 期 限： 平 成

の適用期限を、２年延長す

されている。この税制措置

て、法人税率が

円以下の所得金額につい

庁財務課０３―３５０１―

◎問い合わせ先：中小企業

年
28

http://www.chusho.meti.
go.jp/hojyokin/index.htm

のホームページを参照

その他の施策の詳細は次

５８０３

ける中、資金繰りに困難を

％（小規模事業者は最大０

％に軽減

来たす中小企業・小規模事

28

26

繰りなどの施策は次の通り。 ト高対策

65

盛り込んだ平成

特に喫緊の課題である資金

中小企業・小規模事業者
支援のための施策

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

％以

に規定する小規模事業者
加していない食品に限っ

ては、食品の保存性及び品

可能とする。

ぱく質、脂質、炭水化物、

10

30

10

（課税期間に係る基準期間

20

平成27年４月15日 （２）

15

（毎月 15 日発行）
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第913号

年４月の消費税引

「チューインガム」、「せん

はほぼ前年並みとなった。
康意識の高まる中、歯の健

復調傾向になっており、健
（６）米菓

産数量は増加した。
ら回復の兆しがみえるもの

要は、長期に亘った低迷か

上げは難しく、生産数量、

となったが、販売価格の値

加が見られ、原材料高の中、

商品や低価格商品の生産増

子」、については、生産数量、
し、ガム市場を活性化しつ

供する商品が大きく伸張
不足及び原料高が米菓業界

も、主原料である米の原料
の和菓子の販売数量は、特

いない。また、コンビニ等

の、伸びを示すには至って

不足は、年末に顕著となり、

るバター、乳製品の原材料

長期的な傾向で継続してい

金額とも前年を下回った。

（

る。

としてデフレ感が続いてい

利益を圧迫している。依然

年当初

康といった機能的価値を提

生産金額、小売金額とも前

に地方都市において、需要

前年に続き平成

べ い（ 小 麦 粉 ）」、「 洋 生 菓

段階において依然としてデ
年産

）その他菓子

に強く影響したが、

本海側の大雪と総選挙の影

ナと雪の女王」等の新キャ

玩菓も「妖怪ウォッチ」、「ア

涼菓子等が堅調に推移し、

その他菓子は、錠菓・清

響で全般的に不調で、クリ

米では安価で豊富な原料米

伸び率からは鈍化している

スマス、正月でやや盛り返

月は日

つある。若年層ユーザーの

ものの、依然として前年実

購入率の減少は続いている。

績を上回った。そうした中

製造にも影響し、

年を下回った。

た。米菓全体の生産数量と

【ジャンル別動向】

しては、対前年比０・１％の

乳製品等の原料価格、資材

消費税引き上げ以降、一

ラクターにより増加し、全

が確保できる環境となっ

般消費は厳しい状況が続い

した。

（４）せんべい（小麦粉）

台風、集中豪雨などの異

で、手土産需要や家庭内消

（１）飴菓子

常気象、原料高の影響に加
微増であるが、もち米を使

等の材料価格の上昇が見ら
れ、依然として難しい経営
環境に置かれた。
ており、更に原材料の高騰

体でも生産数量、生産金額、

の高まりが見られ、一時の

フレ傾向が続く中で、小麦、

平成 年 菓子生産数量・
金額推定結果コメント
全日本菓子協会は平成
年の菓子推定生産数量、生
産金額および小売金額を策
定した。

平成
え、原料高、デフレ圧力な

（９）スナック菓子

そのような中で、菓子産

費は堅調に推移しており、

き上げの菓子需要への影響

全体として、ほぼ前年実績

小売金額とも前年を上回っ

用する「あられ」が１・９％

価格競争が継続する中、

増、うるち米を使用する「せ

ど、停滞要因はあるものの、

が、特に中小事業者にとっ

のど飴、グミなどが好調で、

て厳しい状況となってお

業界全体の取組みとして、

た。

砂糖産業とともに取り組ん

原料馬鈴薯の生産回復、新

は、ジャンルによって消費

を維持するに至っている。

平成

の低迷をもたらしたものも

ん べ い 」が １・ ３ ％ 減 と な

年家計調査報告の

りの菓子支出金額は、前年

り、生産数量、金額とも前

【平成

ナックが伸長した反面、フ

比１０１・５％となってい

飴菓子全体としての生産数

結果】

ァブリケートポテトについ

だ菓子需要喚起キャンペー

商品の発売等により、ポテ

時間営業の洋菓子販売に加

て前年を下回った。スナッ

あったものの、総じて軽微

トチップス及びコーン系ス

米や資材等の高騰による生

え、ネット販売が売上を伸

コンビニ、スーパー等

産単価の増等、により生産

ばしてきており、百貨店で

年当初からの原料

その反面、消費者に地産

金額、小売金額は増加した。

った。

地消の概念が浸透してきて

（７）和生菓子

年を下回った。

も前年を上回った。

おり、国内産の小麦や地元

量、生産金額、小売金額と

（２）チョコレート

の原材料の使用商品が全般

ンにおいて、店頭キャンペ
ーンへの応募総数は３３

消費税引き上げや原料高

に留まり、また、夏以降の
台風、集中豪雨等の異常気
８，６３３件となり、小中

騰による減量などの実質値

年の全国１世帯当

象が見られたものの夏場の
学生を対象とした「お菓子

生産数量は、消費税率引

影響を受け前年実績を下回

移し、その後、消費低迷の

迷により、マイナスに影響

ものの、増税後の長引く低

前の駆け込み需要はあった

っている。消費税引き上げ

の売上げが総じて不調とな

響が一時的にあったが、ほ

（

消費税引き上げによる影

とも堅調に推移した。

数量、生産金額、小売金額

ク菓子全体としては、生産

因と考えられるが、明確な

など、調査方法の違いが要

の贈答用・土産用商品など

調査が、家計消費支出以外

る。推計値との差異は家計

明莉、藤江華恋

▽神戸製菓専門学校・川口

デミー・外山雄一

▽今村学園ライセンスアカ

ことなどから、平成

が、チョコレート（カカオ）

る状況となったものの、秋

し、また、円安による原材

（５）ビスケット

年前半は好調に推

の効果、効能のイメージの

以降には全体的に需要は持

的に好調である。

２作品もの応募があり、菓

上げ等の影響が懸念された

ち直し、結果として前年を

上げの影響が懸念された

子には心と体を元気にする

が、各社の価格戦略や季節

ンテストには、２８，２６

ルによって差が見られたも

定着で、健康ブームの流れ

限定商品、個包装（個食）

菓子需要は回復し、ジャン

のの、全体としては生産数

に乗り、ビター系（ダーク

の需要を含んでいないこと

チカラがあることを多くの

チョコレート）を中心に需

）油菓子

量、生産金額、小売金額と
方に知っていただくことが

▽東海調理製菓専門学校・

▽日本調理製菓専門学校・

校・益山夏波

▽兵庫栄養調理製菓専門学

校・湯浅真由香、中村美里

宇佐見委代、加藤しお里

▽愛知県菓子技術専門校・

学園・小林香織

▽職業訓練法人東京都菓子

かり

訓練校・中田雪子、牧野ゆ

▽千葉県菓子共同高等職業

松本千洋

高橋真依、藤本誠二

▽京都府菓子技術専門校・

▽神戸国際調理製菓専門学

瞳、今井理紗

▽浜松調理菓子専門学校・

▽西日本調理製菓専門学校

岡田文、古川実鈴

要因分析は難しい。

▽武蔵野調理師専門学校・

影山さち、高柳もも

・平井鶴羽、佐藤三菜美

ぼ前年並みとなった。ＰＢ

遠藤菜月

▽名古屋製菓専門学校・左

▽広島製菓専門学校・羽田

料の高騰は仕入価格の上昇

▽赤堀製菓専門学校・水口

右田早紀、棚橋未稀

上回った。贈答品、法人需

圭祐、嵯峨裕香

▽国際製菓技術専門学校・

商品等の投入、販売努力、

▽北日本ハイテクニカルク

▽国際製菓専門学校・斎藤

要を押し上げ、生産数量、

年ぶりに前年を上回った。

ッキングカレッジ・板垣良

ジャンル別の動向でみる

種類別では、ハードビスケ

日本菓子教育センターで

明、斎藤早貴

国内景気は、デフレ脱却

ガム市場は、依然縮小傾

ットが下げ止まりの傾向を

は加盟校より推薦を受けた

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

向が続くものの、減少率は

示す一方、ソフトビスケッ

卒業生の模範となる優秀な

そして夏場が比較的低温で

菓」、「スナック菓子」、「そ

改善傾向となっている。カ

トも前年をわずかながら下

推移したことなどから、３

の他」においては、生産数

テゴリー別に見ると、フル

回ったが、半生製品等の生

金額とも前年を上回った。

ら 景 気 回 復 感 が 強 ま り、

量、生産金額、小売金額と

ーツ系商品の市況が厳しい

（３）チューインガム

様々な業界でその恩恵を受

も 前 年 を 上 回 っ た。「 和 生

ものの、ミント系商品は、

と、「 飴 菓 子 」、「 チ ョ コ レ

けつつあったが、消費税引

菓子」、「油菓子」は、生産

前年比
構成比
チョコレート
前年比
構成比
チューインガム
前年比
構成比
せんべい
前年比
構成比
ビスケット
前年比
構成比
米 菓
前年比
構成比
和生菓子
前年比
構成比
洋生菓子
前年比
構成比
スナック菓子
前年比
構成比
油菓子
前年比
構成比
その他
前年比
構成比
合 計
前年比
構成比

模範学生に理事長賞

き上げ後の消費の低迷等か

数量、生産金額、小売金額

飴菓子

▽専門学校二葉製菓学校・

麻美

臼井瞳、桑原茉里

野真子、桂春日

▽大阪府洋菓子技術専門校

▽花咲徳栄高等学校・川又

▽宮城調理製菓専門学校・

康平

学生に対して、同センター

池内裕奈、山田彩

▽綾羽高等学校・奥野真由

・阿部智里、藤原健太

▽中村調理製菓専門学校・

▽飯塚高等学校・三原未鈴、

▽山口調理製菓専門学校・

酒井瑞稀

武石禎子、坂田悠

山田莉子

▽名古屋ユマニテク歯科製

・辰口杏奈

▽ユマニテク調理製菓専門

▽平岡調理・製菓専門学校

▽日章学園高等学校・竹内

相澤俊、木元茜

▽にいがた製菓・調理師専

学校・伊藤瞳

・古藤友理、平井勇太

栞、上村早紀

鈴木美夏子、増子絵里香

・依田萌、中村珠子

門学校えぷろん・大矢啓介、

▽京都製菓技術専門学校・

▽北九州調理製菓専門学校

▽鹿児島城西高等学校・小

理事長賞を贈った。受賞者

▽埼玉ベルエポック製菓調

樋田小百合

中野舞、松岡遥

・端橋裕子

倉優由、上村史乃

▽兵庫県洋菓子技術専門校
（敬称略、順不同）

理専門学校・新堀友美、岩

▽北陸食育フードカレッジ

▽辻学園調理・製菓専門学

▽西九州大学佐賀調理製菓

・大川弘満、新郷冬姫
▽光塩学園調理製菓専門学

井千弥

・五十嵐汐里

校・糴川大洋

専門学校・仲ひかり

岩本良将

校・井上萌望

▽東京ベルエポック製菓調

▽金沢製菓調理専門学校・

▽大手前製菓学院専門学校

▽愛媛調理製菓専門学校・

▽経専調理製菓専門学校・

理専門学校・岩井美咲、金

武田佳那子、畑山茉由

・宮谷佳苗、池田晴香

菓専門学校・土本香澄

金谷萌

子李花

▽中央調理製菓専門学校静

▽伊勢調理製菓専門学校・

▽札幌ベルエポック製菓調

▽東京製菓学校・草間梨央、

岡校・伏見眞由子

▽国際フード製菓専門学校

理専門学校・石川愛子、太

蔡みなみ

▽東日本製菓技術専門学校

田郁美

▽日本菓子専門学校・松清
学校・佐藤駿介

▽宮島学園北海道製菓専門

の学校名、氏名は次の通り。

日本菓子教育センター

ら足踏み状態で推移した。

ート」、「ビスケット」、「米

った。

できた。

26

に向けたアベノミクスの取

平成

で元気になろう！」作文コ

26

【全体概要】

11

（８）洋生菓子

12

もに前年を上回る結果とな

26

組みによる株高、円安等か

10

26

年の

24

26

26
26

26

気温が比較的低温であった

26

26
平成26年
生産数量
生産金額 小売金額
トン
億円
億円
168,000
1,760
2,460
101.2
102.9
102.9
8.7
7.3
7.6
231,400
3,510
4,860
105.1
107.7
107.5
12.0
14.7
14.9
29,020
778
1,150
96.0
94.3
94.3
1.5
3.2
3.5
56,350
500
712
98.0
98.4
99.2
2.9
2.1
2.2
244,400
2,400
3,450
103.3
105.7
105.8
12.6
10.0
10.6
216,676
2,629
3,508
100.1
102.8
102.8
11.2
11.0
10.8
304,500
3,820
4,700
100.0
100.0
100.6
15.8
15.9
14.5
189,104
3,285
4,175
98.8
98.3
98.3
9.8
13.7
12.8
230,751
2,961
4,218
102.2
102.0
102.0
11.9
12.4
13.0
56,806
340
498
99.9
100.3
99.8
2.9
1.4
1.5
205,571
1,967
2,791
104.0
104.0
104.0
10.7
8.3
8.6
1,932,578 23,950 32,522
101.5
102.2
102.4
100.0
100.0
100.0

菓子業界においては、小売

平成26年 菓子生産数量・生産金額
及び小売金額 推定

第913号
聞 （平成元年２月９日
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新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（３） 平成27年４月15日

北海道研修旅行
大雪に負けず︑菓子店・工場訪問

は︑想像を絶する量の雪の

和歌山育ちの我々にとって
ィアたらんとする歴史的な

が︑それは開拓のフロンテ
我々も現状に甘んじるこ

いものを感じる旅だった︒

ける事が大切だと思った︒

となく︑高い志をもって新

我々が見たのは北海道の
和歌山県菓子工業組合青

しいお菓子作りに挑戦し続

ほんの一面でしかなく︑そ

背景がそうさせるのだろう

に︑えらいとこへ来たなあ︑

こは確かに寒かったが住ん

か？

という気持ちの方が強かっ

中でほっとしつつも︑どん

行を計画した︒新千歳空港

た︒当初は︑小樽まで足を

よりとした空模様のよう
今回で５回目となる本県

分以上待たされ︑

では︑着陸時に視界が晴れ

夕方のニュースでは１４０
が︑雪のためＪＲが大幅に

延ばそうという案もあった

でいる人々の心意気には熱

弟︵後継者︶

日本菓子専門学校

業界推薦入学者減免制度を創設



便以上が欠航と報じられて
遅れていて断念した︒
札幌近郊では飲料工場を

いた︒
﹁よく下りられたものだ
視察見学︑その後は北海道

日本菓子専門学校︵秋田

②組合推薦

業分野として希望されご子

北海道の味覚は︑我々の地
勝校長︶では︑各都道府県

万円

日まで

業界推薦入学者減免制度

③特典

０１６年２月

２０１５年 月１日〜２

菓子工業組合に︑後継者育
成のため︑同校への入学希

元の物にも負けず劣らずお

札幌市内のホテル近くで

万円の学費減免制度

④手続き方法
各組合に推薦書︑入学案
内があるので受験希望者は
問合わせてみるとよい︒

ないだろうかと話していた

た方が美味しく召し上がれ

異国情緒を感じるものだ

の地方の物とは違いどこか

はよかったらしい﹂と良き

売上げが伸びないと﹁昔

■人の数が少なくなると⁝︒

込みの方︒

菓子︑買う人を待つのか︑

他にはない良さを打ち出す

誰にでも好まれる菓子︑

画﹂
︑
結果はどうなりますか︒ って付けやすくなる︒

・製菓製パン業を将来の職

提案を発信するのか︑意見

務局広報課・山田

︵３７００︶２６１５︑事

問合先・同校学務局０３

同じでないからこそ︑お

ら︑厨房から﹁冷やして食

日の話になることも︒和菓

校︑短期大学︑大学卒業見

・２０１６年３月高等学

①応募基準

要綱は以下の通り︒

が創設された︒

象に

本年は業界関係者の方対

た︒

望者の組合推薦方を要請し

子製造工場を見学した︒

後︑地下鉄で足を伸ばし菓

問︑地元の百貨店を訪れた

幌市内の老舗和菓子店を訪

っていた︒翌日の朝には札

わらず︑多くの人が行きか

も大変なほどの雪にもかか

夕食︒夜になっても歩くの

いしかった︒

ならではの料理も試食した︒

な﹂雪のほとんど降らない

年部長・産屋敷浩

るまで

我々一行４人は︑１月

日の夕方に戻って

日の朝に関西空港を飛び立
ち︑翌
くるという日程で北海道旅

花舞う木の下で家族でお弁
当を広げ︑車座になってい
る顔からは笑顔が絶えませ
ん︒新しい年度を迎え︑お

を交わすには︑よい季節か
もしれません︒

個入

れる方々と同じ心持ちにな

桜の花を合図に︑来店さ

ます︒

遠 く に″ 桜 餅 〟 の 旗 が 見 え

公園の桜の木の下から︑

核家族化しているのに︑菓

個︑

の工夫もそのままでよいは

りのままでよいか︑売り方

に響きます︒

もしなければ︑当然売上げ

類も確実に増えている︑何

■卯月からのお菓子暦

子を食べる人が減少して︑

冷たいカステラに商機あ

子・スイーツの生産量も種

方の提案こそ企画になる！

■歳時のお菓子に感謝︑ま

節目ごとに歳時と行事を

た感謝！

初夏の日差しが刺してく

ば︑むしろ︑相手が見えや

お客さまが少なくなれ

へ︑出向いてみてください︒

か︒ぜひ︑人が集まる場所

ってみるのはどうでしょう

すくなる︑とは考えられな

ずがありません︒

すね︒新しいものを生み出

いでしょうか︒付加価値だ

この意見の応報がいいで

す契機はここからはじまり

り﹂との意見︒

試作中のカステラを冷やし

ま す︒﹁ 冷 や し カ ス テ ラ 企

城戸翔寉︵きどしょうかく︶

てみたところ︑これがまた

るＧＷ明けの︑喉ごしよい

20
美味︒少しだけ糖量を増し

お菓子を企画しています︒

30

持っている日本は︑シーン
を象徴し︑その時間や土地
を香りに変えて伝えるお菓
子を生み出してきました︒
その時期︑その場所でな
くては得られない名品︑当
然ながら︑粉も糖も豆など
の違いさえも商品︵菓子︶
の特徴にすることができま

その 239
4月

正月とはまた違う風景です︒ ■菓子づくりは挑戦の歴史

が生まれました︒



店を訪ね︑贈る相手を思い︑

べるなんてとんでもな

北海道のお菓子は︑我々

29 10

い！﹂︒店舗からは︑﹁食べ

す︒

10

た︒

青年部の研修旅行で印象に

20

残ったのはとにかく雪だっ

和歌山
さくらの花が満開です︒

10

30

家族の為にと︑選ぶ楽しみ

札幌市内にて

21

平成27年４月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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「今こそ ！ 組合力」
共存共栄 で き る 組 織 作 り を

催されます。この時も「組

重県伊勢の里で全菓博が開
「共存共栄」を目指し力合

益々の発展と皆様のお店の

の 工 房 オ ペ ラ ）、 後 藤 め ぐ

ベ ベ ）、 森 直 子 氏（ お 菓 子

日、木下律子氏（レーブド

なります。
役員が嫌だから退会する
わせて頑張りましょう。
区）、

合力」が求められます。全

三嶋隆夫氏（同）

み氏（フランス菓子

菓博の成功に向けて今から
委員長・森田紀

静岡県菓子工業組合広報

と言われる方もいますが、

準備を進めると共に組合の

好きでやっている方は少な
いと思います。しかし、昔

相良和彦氏（㈱エフシージ

さんには慎重に真剣に役員

ー総合研究所）

最近、組合や協会と言わ

日、

▽食品表示法施行と食品表

菓子体験講習会、○和菓子

▽顧客は突然いなくなる＝

示管理の業務改善＝

製造技能国家検定制度合格

○お菓子コンテスト、○和

•••••••••••••••••••

技能士による講習会、○和

ミリオネット）

から良く言われた「役が人

菓子職人による工芸菓子コ

▽食品中の異物考＝

を育てる」という言葉があ
ります。役員を務めること

日刊工業新聞が主催し、

ンテスト、○四季の創作和

の選考にあたって頂きたい

で自分自身も人の輪や見聞

九州全県と山口県の各菓子

菓子コンテスト、○掛ける

と思います。そして自分た
ちが選んだ役員さんには絶

が広がります。こんな世の

工業組合が後援する「西日

れる組織の弱体化が各方面

大の支援・協力をして健全

中でも人の為に尽くす事が

本食品産業創造展」が５月

で伝えられています。皆さ
んの地域ではいかがでしょ

な組合運営を行ってもらう

いずれ自分の徳となって返

西日本食品産業創造展

うか。当組合では、ここ数

ことです。組合員も一人一

ってくると私は信じていま

日・マリンメッセ福岡

十年の間に、全盛期の三分

人が自覚を持って積極的に

日、

理事長の任期を短くして全

もう一つ大事なことは、

た。どうか役員の任命を受

てあった事を思い出しまし

てられ」という一句が添え

一輪

― １）。 開 場 時 間・ 午 前

岡（福岡市博多区沖浜町７

詳細は次の通り。

メッセ福岡で開催される。

日の３日間、マリン

◎講習会

スタ２０１５

○サマーバレンタインフェ

実技コンテスト福岡大会、

にご提案、○全九州洋菓子

（コーティング）をテーマ

▽小麦粉を活用した地産地

大学教授）

日、小田隆弘氏（中村学園

▽食中毒の現状と対策＝

査㈱）

戸ヶ崎惠一氏（日本細菌検

〜

の一に組合員数が減少しま

事業に参画することが大切

日、大井啓伊氏（㈱

した。後継者難により廃業

ますが、問題は支部組合単

力投球してもらうことで

けたら役職は自分の為と思

消の提案＝

、

のため退会するなど、要因
す。昔、花の鉢の脇に「花

位で脱退されることです。

す。例えば全菓博までを任

▽乳製品を活かしたお菓子

〜

です。

それも大きな支部が多いの

期とし新陳代謝を図り活性
時〜午後５時（最終日は午

のご提案＝

育

です。当組合の定款の目的

って積極的に御尽力頂きた

後４時）。入場料・二千円。

規模の大小に関係なく共存

目的とする」とある通り、

動の機会を確保することを

出来ないでしょうか。その

任できるよう規約の改正が

長経験者が県代表として就

の理事も県単位の正副理事

いいのです。また、全菓連

組合」の実現に邁進しまし

を高めて「組合員のための

せん。今こそ皆の「組合力」

これ以上弱体化させられま

様が営々と築かれた組合を

周年を迎えます。先人の皆

◎イベント

のイベントは次の通り。

７１５

・電話０９２（２７１）５

聞社西部支社展示会事務局

▽問合せ先＝日刊工業新

共栄が目的であります。

方がお互いに役務に専念で

当組合も今年度、創立

総会の時期が近づいてき

ょう。また、２年先には三

おいらんふろう

○芋の菓子の実演・販売、

粘性が強くて餡には

適さない豆である。
しっとりとした甘納
豆を作ろうと考えた
ものの簡単には行か
なかった。修行時代
の経験を生かして試
行錯誤を重ねた結
果、ようやく、皮が
気にならずに美味し
く食べられる製品に

しいため、昔の人はおいら

（マダムアッシュ）
▽乳製品の可能性＝

日、

日、中村隆男
氏（大陽製粉㈱）

、

▽お洒落でカワイイ簡単ラ
ッピングアイデア＝

ン㈱）、受講料・２千円

日、矢嶋佐代氏（東京リボ
ク㈱）

ス・エフエー㈱）

日、斎藤拓氏（オプテック

コールの現状と対策＝

▽賞味期限誤表記によるリ

私た
ちをゆり動かすもの＝

▽お菓子作りの魅力

ナー

◎菓子業界に関連するセミ

芝田高久氏（雪印メグミル

20

育てるつもりが

をみると「菓子製造業の中
化と透明性を高めることで
いと思います。

▽会場・マリンメッセ福

小企業者の改善発達を図る
す。信任が厚ければ、また

ました。今年は役員の改選
き、県理事長の負担も軽く

また、菓子関係について

の年であります。是非、皆

22
ために温泉協会の副会長と

たり、四万温泉の活性化の

方発送に少しずつ力を入れ

いう厳しい現実もある。地

の入り具合に左右されると

上げが四万温泉のお客さん

温泉地にあるため、売り

出来ている。

頂く事で品質を保つことが

沢の農家で契約栽培をして

の花いんげん豆は、北軽井

商品となっている。原材料

泉饅頭と共にお店のメイン

録おいらんふろう」は、温

て く れ た。 現 在、「 商 標 登

ふろう」という名前を考え

で、地元の方が「おいらん

貝朋男

群馬県菓子工業組合・眞

て行きたいと考えている。

喜んで頂けるお菓子を作っ

が、これからもお客さんに

っている小さな店である

主に父親と自分だけでや

に行くのが楽しみである。

学して来ているので、授業

ら知り合いの子供たちも入

せて頂いている。数年前か

して後輩の指導にも関わら

日本菓子専門学校で講師と

も、有り難い事に、母校の

また、田舎に帰ってから

している毎日である。

して活動もしたりと努力を

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
地元特産の花いんげん豆をお菓子に

時から、地元特産の花いん

高田屋菓子舗

群馬県北西部の山間の四

の頃から、祖母の作った花

げん豆を使ったお菓子を作

いんげん豆の煮豆が毎日の

万温泉に高田屋菓子舗はあ

日本菓子専門学校卒業

ように食卓にあったから

りたいと考えていた。子供

後、３件のお店で修行に励

だ。銘菓に旨いもの無しと

る。私で３代目である。

日東和会

よく言われるが、地元四万

現することになった。しか

月

み、師匠である故黒田初吉

温泉で美味しいお菓子を作

先生（昨年
の日にお亡くなりになりま

りたいという思いがあった。

ん花と言っていたそうであ

仕上がった。この豆

した）をはじめ偉大な先生

し、この豆は、家庭では煮

る。そのさや（ふろう）か

の花があまりにも美

方の指導を受ける機会に恵

年前に温

ら取り出した豆ということ

その思いは、

豆にするが、石豆と呼ばれ

まれ、和菓子の基礎を身に

るように外皮は硬く、実は
菓子専門学校に入学した

つけることが出来た。

23

21

日、中島寛氏

再度、登場も可能とすれば

21

ために必要な事業を行い、

20

５月

16
22

はいろいろとあるとは思い

21

これらの者の公正な経済活

10

22

泉饅頭一筋の実家の菓子屋

18

に戻ることになった時に実

12

22

22

21

22

20

20

50

20

20

岡

静
馬
群
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（５） 平成27年４月15日

富山に春を運んでくれる

には観光客が倍増、１２０

一生のさまざまな行事に欠

「菓子」「饅頭」は、人の

現状を踏まえ、これからの

ません。

題ではないかと思えてなり

が組合においても喫緊の課

会での承認を受け、工事に

ようやく衆議一決。即理事

案もあり、合わせて採択し、

ペースを導入してはとの提

の機会に１・２階の賃貸ス

と幾度、ある委員から、こ

勤め、慎重討議を重ねるこ

て、丸山理事長が委員長を

ります。

ものと期待を膨らましてお

合運営にも大きく寄与する

賃貸による家賃収入は、組

ことから、今回新規導入の

それは収入減にもつながる

少が予測されるので、当然

なお、今後、組合員の減

ます。

馳せ、業務に勤しんでおり

日々、会館の歴史に思いを

動 に 悦 び を 感 じ な が ら、

して責務でもあり、その活

継ぐ大事な課題であり、そ

有効活用は、次世代へ引き

結晶である貴重な財産の、

億円の経済波及効果等と言

かすことができません。

組合運営を、スムーズに進

運びとなりました。

尾産和紙・立山

われ、首都圏でもデパート

祝う「着帯の祝」に始まる、

めるためにはと、三役会で

直ちに対策委員会を結成し

杉 を 使 用 し、

やショッピングセンターで

人と菓子の関わりは深く、

熱慮の結果は、先輩諸氏か

長・田中健一

銘々皿等には富

「北陸フェアー」がさかん

それは、誕生・入学・卒業

らの遺産である「福岡県菓

富山県菓子工業組合理事

た前後の数日はラジオ・テ

山特産品「ガラ

に企画されています。今ま

・結婚・還暦・賀寿・さら

子会館」が、既に築三十五

子、お先真っ暗な中での「新

レビ・新聞マスコミ各社は

ス工房」の作家

であまり日の当らなかった

祭
･ りに代表さ

県内産ケヤキ無

富山・東京間を最速２時

異常と思えるくらいの新幹

達とコラボし、

北陸・富山に視線が集まる

には、新築

きときと市場とやマルシエ

間８分でむすぶ北陸新幹線

線フィーバーに沸きまし

各お菓子に合わ

これから１年が正念場で

れ、そして法要をも飾りま

大地震で各所にゆがみが出

幹線開業」は『富山にもや

が三月一四日に開業しまし

た。平成二七年春の新幹線

せて製作して頂

す。組合員１人１人がより

す。

ているので、かなりの投資

垢材を使用し、

た。開業の当日、富山の空

開業が見えてきたころから

いた物を配置

よいお菓子作りに励み、富

そんな菓子と人との関わ

け、行灯には八

リニューアル工事竣工

それはさておき、組合の

との結論に至りました。そ

母体に宿った小さな命を

に講ずる術を見出すのに苦

こで早速、理事会に諮り、

年を経過、しかも十年前の

乗って富山にお越しくださ

慮しているのも事実で、我

川幅日本一どらやき

菓子会館

昭和

年

鴻巣市は雛人形造りが盛

に増えました。うどんが商

幅うどんの提供店が瞬く間

誕生し、予想外の人気で川

月撮影

菓子会館

年３月撮影

理事・坂本伯朗

平成

現に渦巻きと魚を焼印し仕

いうことで荒川の流れの表

だのどら焼きだと殺風景と

良くマッチしています。た

えが出ますがこの商品には

違いかなりの食感と噛み応

これによってかすてら種と

ぜてかわを焼いています。

切って強力粉と上南粉を混

てしまいます。そこで思い

とこの大きさに焼いて崩れ

かわが主流ですが、それだ

ふわふわなかすてら配合の

うです。現在のどらやきは

食べて大喰い自慢するも良

に成長しました。そのまま

数年でお店一番の看板商品

に売上も伸びてきており、

商品、知名度が上がるほど

玉県らしい製品です。この

開発したといういかにも埼

分の性格にあわせた菓子を

個性的で豪快な商品で、自

やきも正当派和菓子ながら

です。この川幅日本一どら

的というのが埼玉の県民性

でる人間がいろいろと個性

く判らないそうです。住ん

まり気にしたこともなくよ

お出しするも良しと、お客

し、切り分けてお茶菓子に

個中餡に並べて子供に見立

理事兼広報・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合専務

ばれている良い製品です。

様に大変利便性が高いと喜

店の創業はいつだったかあ

店主木村功さんですが、お

お話を伺ったのは四代目

表現しました。

て、水遊び場で有ることを

りますから、半割れ栗を

上げ、また荒川は浅瀬であ

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

い。お待ちしております。

新幹線のおかげで、県内

•••••••••••••••••••

は昨日の小雪模様から一

さかんに行政から菓子業界

し、お客様をお

山の良さを盛り込み、食の

りが、現代社会に目を向け

日本菓子専門学校で和菓子

福岡県菓子会館に思いを馳せる

転、快晴となり、立山連邦

に新製品開発の要望が出て

迎えしておりま

安心・安全に心がけ、組合

は覚悟の上で、将来を見据

北陸に何時新幹線が来るの

っと春がやってきた』と期

は雄々しい姿を表して県民

まいりました。富山らしい

す。

員各お店に春がやってきま

え、この際、思い切ってリ

待が膨らみます。

共々喜びを分かち合ってい

デザイン、県産素材使用品、

県内の組合活動を考える

ると、いささか薄れつつあ

ニューアルが最善の方策だ

腰回りに県内高

る様に思えました。

くすりの富山から連想され

時、少子高齢化での後継者

り、危機感を覚える今日こ

岡銅板を張り付

１９６５年に北周り新幹

る食薬スイーツ、女性目線

幹線高架下ショッピングセ

すように念願いたしており

の頃ですが、この衰退の波

３月 日開業

線構想が浮上してから半世

のお土産等、補助金・助成

ンター「きときと市場とや

ます。全国の組合員の方々

北陸新幹線

紀。全国各地に次々と整備

金が付いた企画が次々に出

不足、その為年々減少する

も是非この機会に新幹線に

を学び、卒業後東京都世田

福岡県菓子工業組合専務

されていく新幹線を横目

され、それなりに多くの新

組合員、簡素化される祭事

商品を作り上げています。

この先達の苦心、努力の

に、冬は雪に閉ざされどん

マルシエ」には県内二〇店

・行事で減り続ける注文菓

並んでいます。
又、新装なった富山駅新

か、半信半疑の日々が続い

その中でも、同時の製法で

谷区にある㈱昭和製菓「蜂

27

ていただけに、開業となっ

作られた黒蜜がたっぷりか

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

北川商店といえば…

黒蜜たっぷり
「串だんご」

年５月に地元に戻

年間修業したの

の家」で
ち平成

かった「串だんご」は、販
遺産白神山地の麓に位置

売当初から今も変わらず、

北川商店は、終戦後間も

鴻巣市 木村製菓舗
り家業を継ぎました。初代

設定川幅（堤防と堤防の間）

北川商店不動の人気商品で

が２５３７ｍと日本一だと

し、津軽平野の豊かな水田

まま売るように研究しなさ

いうことです。川幅と言っ

なく「串だんご」の小売店

い」とよくご指導を頂きま

てもほとんど河川敷で、飛

たのが鴻巣市と吉見町の間

わり、良質で栽培方法にも

すが、今回は大きい菓子を

行船基地として有名なホン

を流れる荒川の国土交通省

こだわる農家を見つけ出

大きいまま売ろうという取

ダエアポートもこの少し上

昔から菓子業界内の長老

が、全国的には珍しいそう

し、青森県津軽地方の県認

り組みを紹介します。紹介

流河川敷にあります。この

や大先生から「竿物をその

です。今では「串だんご」

証を受けた特別栽培米へ

する製品は鴻巣市で営業し

川幅にちなんで平成

から続く商品を「より美味

のほかにも、みつかけやよ

と、素材を大きく変えまし

てます木村製菓舗の『川幅

幅８㎝の幅広うどん「こう

しく」と考え、素材にこだ

さく揚、ごへい餅、しとぎ

た。北川秀康さんは「北川

日本一どらやき』です。こ

のす川幅うどん」が最初に

す。青森ではお馴染みの黒

餅、大福、焼き餅などたく

商店は、思い出も一緒に売

の製品は大きさ２５４ミリ

蜜がかかった串だんごです

さんの人気商品が誕生して

っていると思います。だか

重さは１・２キロあります。

からとれた良質な上新粉を

いて、各種催事やイベント

らこそ、お客様の気持ちを

して、お客様が笑顔になれ

んな旧中仙道の宿場町です

販してみせようということ

日本一大きいどらやきを市
が、隣接する熊谷市や行田

が造ったのがこの「川幅日

年に木村製菓舗さん

るお菓子を考えていきたい

売になるのだから菓子も何

平成
と 思 い ま す。」 と 話 し て い

市と比べて有名でもなく目

ました。

で試作を繰り返しました

が、やはり苦労があったよ

本一どらやき」です。

コンセプトは川幅同様に

か出来ないかと言うことで
青森県菓子工業組合常務
理事・山崎敏博

10

川幅どら焼
各店それぞれ研究を始め、

22
立った場所でもありませ

21
ん。市観光協会が目を付け

年に
会場でも、北川商店の商品

裏切らない商品づくり、そ

ふんだんに使用し、丹念に

創業当初から、世界自然

55

岡
福

は大人気のようです。

年続く老舗の

がんばる ！
老舗の三代目
創業から

秀康さんは、高校卒業後、

る北川商店の三代目・北川

店で、日々忙しく働いてい

60

24

玉

埼

11
20

として創業しました。

「よさく揚」と「ごへい餅」

着手、この３月末に竣工の

よりしたくらいイメージの
製品が開発され現在店頭に
舗の菓子店がお店を構えま

14

した。ショーケースには、

山
富
森
青
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大阪の食文化を一堂に集めた
専門店
「大阪ハウス」

レ店」としてリフレッシュ

フードホール ルクア イー
ミュニティショップという

阪と共に住まう人々とのコ
により大阪の食全体をブラ

力的な商品訴求を行うこと
各企業が商品を販売するだ

「大阪ハウス」。その場所は、

大阪府菓子工業組合副理

くことが期待されています。

ての食文化を盛り上げてい

企業ひいては大阪全体とし

元「神栖」の農家や製粉メ

ここまでの開発には、地

ます。

やすくしていけたらと思い

支部・神栖菓子組合では、

茨城県菓子工業組合鹿島

でしまいピーマンのみずみ

が、しんなりとして黒ずん

為、熱を加えたりしました

した。また画期的なのは、

００円（税別）に決まりま

しました。値段は、１枚

の名所の入ったデザインに

れぞれのパッケージは神栖

できたもので、地域特産品

として、神栖市特産品の認

定を受けたいと思っていま

す。現在、新商品は神栖市

観光協会からの受注も受け

ており、順調なスタートを

切っております。これから

の販売目標として、菓子組

合加盟店や高速ＳＡ、道の

神栖の菓子組合員が技術

として発売を始めました。

に成功しました。ジャムと

を加えてジャムにすること

けて砂糖・粉天・ゼラチン

ューレにしたものを火にか

し、さらにジューサーでピ

したもので、賞味期限が２

したものを２袋詰め合わせ

素剤を入れて５枚パックに

す。これは、サブレに脱酸

類）の缶詰め商品の開発で

れ、神栖ピーマンの日本一

商品には「しおり」を入

す。

外にも販路が広がりそうで

品でもあり、日常の販売以

年という、保存食向きの商

マンへの理解を深め、食べ

好き嫌いされる野菜のピー

てあります。お菓子にして、

ーマンの違いなどが記載し

・効能、青ピーマンと赤ピ

の理由やピーマンの栄養価

います。

くＰＲをしていきたいと思

の活用も視野に入れ、大き

を入れていき、メディア等

枚入りは１，０

駅などでの販売、また菓子

がある仕組みを検討中で

を持ち寄り開発した商品で

イベント等での販売にも力

す。その結果大阪の「顧客

すが、発売までにはたくさ

業をつなぎ、顧客へより魅

このように大阪府内の企

苦いものです。それを消す

もそもピーマンは青臭くて

す。この商品は、青ピーマ

産ピーマンサブレの完成で

上がらず苦戦するのではと

好天に恵まれました。気温

翌８日はうって変わって

５月

日・ 日

あさひかわ菓子まつり
道の駅

あさひ
か わ

開催
へ

『お菓子の力』市民と共に

日（日）

ー（道の駅あさひかわ）で

域旭川地場産業振興センタ

お店のスイーツを思う存分

キングでは、一度に色々な

ザールや人気のケーキバイ

理事・大槻和行

５月

日（土）

両日合わせて２万人の入場

を併売することを決め、準

果はぜんざい１６０杯に対

んざいが盛り返します。結

陽気に誘われてクリームぜ

連携して実行委員会を結成

川支部・旭川洋菓子協会と

て、北海道菓子工業組合旭

創立１１０周年を記念し

合長

川二菓会（会長

佐藤雄大）

長・ 支 部 長 仙 座 猛 ） や 旭

事務所協会旭川支部（副会

廣 泰 久 ）・ ㈳ 北 海 道 建 築 士

づくりを通して子供たちに

では、お菓子を題材にもの

コハウス『お菓子の夢館』

子供たちによるスイーツデ

歴史を中心にパネル展示、

会場では旭川のお菓子の

期間５月

て、スタンプラリー（実施

浸透や魅力を発信。合わせ

子も集め地域の菓子文化の

さらに、旭川と道北のお菓

子まつりを企画しました。

菓子の力」を感じられる菓

もらうなど市民と共に「お

備を進めました。

して、スタンダードと世界

夢をあたえるのがねらいで

者を見込んでいます。

初日７日は予報通り小雨

遺産スペシャル合計で３３

も協力。北海道・旭川市・

大

で気温もひと桁台と、クリ

旭川商工会議所やメディア

水上崇）では、組合

ームぜんざいには完全に不

し２年前から準備を推し進

日）

０個と、ほぼ予定通りの数

でお菓子を食べているとこ

によるコンテストでは笑顔

とおかし」写真や絵ハガキ

けづくりとなるよう働きか

に足を運んでもらうきっか

します。いろいろな菓子店

を４か月間にわたって実施

の組合を中心に幅広く協賛

旭川では市内の菓子関係

けます。

と「食べてみたいお菓子」

を得て

年おきにこうした

を絵葉書で募集、応募の中

などお菓子にまつわる写真

ろや真剣に作っている表情

日～９月

利な状況でスタート。春寒

す。市民応募による「子供
今回ブース出店は１年ぶ

各社から後援を頂き道北地

りです。当日参加してくれ

めていました。また、旭川

食品加工協議会（会長

味わって来場者に楽しんで

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

枚入り（青・赤２種

ーカーの大きな協力があり

けでなく、新商品や新コン

ンと赤ピーマンの２種類あ

事長・佐々木三郎

セプトをアピールする場と
して利用され、それぞれの

ンド化し、大阪の人々へ十

とを目的として開発された

分なサービスを提供するこ

新しい息吹をともに…毎日

コンセプトで店舗開発され

買えるもの。毎日欲しくな

ます。大阪の伝統と大阪の

の食文化を一堂に集めた大

るもの。大阪のものづくり

「大阪ハウス」とは、「大阪

阪発の大阪食の専門店」。取

オープンします。

扱われる商品は、菓子や飲

•••••••••••••••••••••••••••••

日にオープン、

５年３月

店「大阪ハウス」が２０１

大阪ブランド専門ショップオープン
ＪＲ大阪駅にある「ＪＲ

ります。青ピーマンの方は

「ピー助」赤ピーマンの方

神栖市が日本一の作付面積

ってしまいました。試行錯

は「ピー子」と名付けてそ

と生産量を誇ることから、

誤の結果、ピーマンをフー

神栖菓子組合

「 ピ ー マ ン サ ブ レ 」の

開発と発売まで

今後大阪ハウスではイン

ピーマンと神栖市特産の米

様と大阪の生産者の心を結

ターネット販売他さまざま

粉を使用した「ピーマンサ

るのは大阪府内の企業が主

な仕組みを通じ、今後「顧

同じ

ぶ空間を提供したいと考え

して販売していくことが出

客」はより便利になり「企

ドプロセッサーで細かく

だっており、取り扱うのは

来ると見込まれた商品に限

ブレ」の開発に取り組み、

げたのは、株式会社クヌム。

と企業」がより密接なつな

旅立つ方々はもちろん、大

年３月１日に新商品

「大阪ハウス」のショップ

がりを持つことが出来ると

神栖産米粉を入れて神栖特

た商品や、今後大阪を代表

定し、大阪にこだわったラ
業」はより効率的に販売出
平成

立ち上げにおいては、次の

んの苦労がありました。そ

阪に来られる方、そして大

心配でした。そこで急きょ

茨城県菓子工業組合専務

ような考え方をベースに構
思われます。

ピーマンサブレ
で終了しました。

旭川菓子商工業組合（組

24
の中、こんがりと炙った餅

℃くらいまで上がり、

も

23

2015

大阪三越伊勢丹」に大阪の

クト」から一歩進んで、製

円、１箱

インナップになっています。
来るような両者にメリット

ています。』

い提案をし続けます。お客

が日本で必要とされる新し

法の見直しや改善、地域ブ

85

築 さ れ ま し た。『 大 阪 か ら

ずしさとは程遠いものにな

「大阪ハウス」を立ち上

大阪で歴史を積み重ねてき

ります。商品を製造してい

料、調味料など多岐にわた

広島県菓子工業組合青年

ランド商標の登録や管理、

北海道

４ 月 ２ 日 に は「 イ セ タ ン

部では、この３月７日～８

菓子屋以外の飲食業全般へ

24

食文化を一堂に集めた専門

日の２日間「第３回広島み

数日前に餅入りのぜんざい

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ｐ Ｒ
今年も

なとフェスタ」にブース出
の売り込みなど、廣島クリ

10

10

あさひかわ菓子まつり２０１５

23

廣島クリームぜんざい

店し、廣島クリームぜんざ

ームぜんざいを普及させる

の香りと、鍋から立ちのぼ

でも体が覚えているのか、

部会長・竹内恒彦

23

広島みなとフェスタ

いを販売しました。

る湯気が功を奏して、ぜん

淀みなくクリームぜんざい

ための施策について検討・

のまま。思ったより来場者

の製造作業をこなす姿はさ

協議しています。このイベ

数が伸びない中、ぜんざい

ひろしま菓子博２０１３

た中には、菓子博以来２年

は健闘してなんとか２００

での中四国ブロックブース

ざいが好調に売れていきま

ぶりというメンバーも。「懐

休に開催されていました

ントには、例年ＰＲ活動と

かしい」と言いつつ、それ

が、今年は２週間ほど会期

の成功を経て、前期より立

℃以下

す。昼を過ぎて雨は上がっ

し、にぎわいを創出します〉

たものの、気温は

という趣旨のもと、３年前

すがでした。

いう位置づけで参加してい

は、〈 広 島 の 海 の 玄 関 広 島

杯を超えましたが、クリー

ます。

港を中心に「みなと」をテ

が前倒しになりました。そ

ムぜんざいは合計でも

ち上げた「廣島クリームぜ

かつて戦後広島の名物で

から始まった地域のまつり

個と惨敗です。

んざい普及支援検討事業」

あったクリームぜんざいを

ーマにした大規模なイベン

の上、二日とも雨の予報が

一方、広島みなとフェス

古くて新しいスイーツとし

出ており、前回ほど気温が

広島県菓子工業組合青年
です。

数
トを開催することにより、

去年までは春分の日の連
みなと界隈の魅力をＰＲ

の一環です。

15

て復活させる取組み「廣島

10

クリームぜんざいプロジェ

30

から実際に作って展示しま

菓子まつりを開催していま

事長・水上崇

北海道菓子工業組合副理

す。

周年にちなんだ１１０円バ

き体験も行います。１１０

す。お菓子教室や子供餅つ

10

廣島クリームぜんざいを PR

23
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その②
ど 引 っ 越 し た︒﹁ 何 で 移 動

の状況で頑張っていたけれ

た︒上位の

％に入るお客

売り上げゼロの店があっ

が各店舗にあるか見たら︑

いるかを見る︒全員ではな

く︒このため︑何を買って

他にはない商品を置いてお

で買いに来ている︒従って︑

声が大事である︒そして作

ですよね？しかしお客様の

すね︑何で？﹂と聞くと変

様に﹁最近︑来ていないで

リオネット︶を講師に迎え︑﹁顧客は突然いなく

こる︒

いけない︒そして変化が起

て︑少しずつ変えなければ

転︑店のレイアウトも含め

ある︒動線を見て︑店の移

ってからずれるのは大変で

と言っていた︒金がなくな

ミングがずれたんだよね﹂

場所を変えた︒おれはタイ

れでも食っていけないので

にして１人でしていた︒そ

いので︑アルバイトもくび

公園の近くはお客様が来な

商材が違った︒当然︑店頭

の人と︑九州の人では買う

をさせてもらったが︑東京

あるお菓子屋さんで分析

に入らないといけない︒

ても売れない︒お客様が気

れを見たいというから置い

様の上位だ︒自分たちがこ

位ではなく︑来ているお客

るだろうか︒自分たちの上

目立つところに置かれてい

割が購入している商品が︑

る︒上位の３割︑２割︑１

にたくさん商品を並べてい

も︑店の中のショーケース

アウトを変えた︒店舗内で

いていない︒だから︑レイ

様が購入した商品なのに置

あなたのところはないか

○○はこれがあるけれど︑

も最近行っていないのよ︒

﹁お宅は知っています︑で

からクレームがあるはずで

離れていっているお客様だ

ているお客様のところだ︒

チに行った︒それも離反し

やご要望はないかとリサー

近所のお客様に︑何か意見

か︒高知に行った時︑店の

お客様の声を聞いているの

促は変わってくる︒ここで︑

げ上位なのかなどにより販

客様︑高いお客様︑売り上

お客様︑来店頻度の低いお

初回のお客様︑２回目の

を理解することが大事だ︒

く上位５％でもいい︒上位

てお客様が来ればいいが︑

じっとしている︒じっとし

生きないといけないのに︑

きている︒自分のところは

合になり︑どんどん増えて

業者ではなく︑異業者が競

ト販売が増えたことだ︒同

実は影響しているのはネッ

ていると思われる︒ただ︑

少なりとも皆さんに影響し

ない︒消費税が上がり︑多

なんて言っている場合では

のところの業界はどうこう

かなければならない︒自分

革新︑新しいことをしてい

と売れる︒

お客様が︑支持するともっ

チをする︒支持してくれる

か︑上位のお客様にリサー

った商品が本当に売れる

代になると若干︑家飲みが

もったいないからという心

のは︑ただ単にポイントが

西日本食品産業創造展では︑大井啓伊氏︵㈱ミ
した？﹂と聞いたら﹁長浜

なる﹂をテーマに講演会を行いました︒

対策はリピート戦略と離

は九州の人︑ネットは関東

ら﹂と返ってきた︒そうす

代になると

て︑ずっと警戒をかける︒
警戒をかけると意識し︑食
い止めようと思う︒離れて
いくのに知らん顔をするわ
けがない︒

やず○の○頭○男さん

変わった後では
もう遅い

に︑計画が大事だと言われ
た︒事業計画を見せていた

算式はこれだけしかない︒

が上がっている︑下がって
だき﹁うちは

この社長がまめで新規客が

会に店舗を持っている︒そ

いう会社がある︒田舎と都

大分にスーパー○○○と

い︒皆さんの会社では３年

現状を見なければならな

こうなると意識しながら︑

てている﹂といった︒先に

いは親不孝通りで店をして

ではもう遅い︒私の知り合

動線は変わる︒変わった後

建つ︑何かできる︒それで

ルで上位

い︒

上位のお客様がたまに買い

と言うことができる︒お客

連絡させていただきます﹂

している︒

の業界がいろいろなことを

飲むしかない︒

む︒

ＤＭを送っても反応がな

いたが︑今は西中洲に移っ

に来る商品は︑他にないの

年計画を立

いるかを見る︒

この中で自分の店の客単価

単価である︒売り上げの計

た︑売り上げ＝顧客数×客

には︑店の中身である︒ま

う︒購買していただくため

来店動機と購買動機は違

売り上げ＝顧客
数×購買頻度×
客単価

先月号より続く︒

反防止戦略の２つしかな

の人が多いので︑レイアウ

れば﹁そういう商品を仕入

増えてくる︒

先︑５年先はどうなってい

売上上位の商品を調べた︒

また︑イノベーション︑

い︒具体的には顧客分析を

トや仕入れにも影響する︒

そうはいかない︒それで他

出て来た時は誰だろうと見

して︑データを見てレイア

例えばスーパーで︑切らし

れることになりましたらご

増えているか︑リピート客

上位のお客様の上位の商品

かったからやめようという

た︒理由は︑親不孝通りに

ことがよくある︒３︑４回

店が無くなってしまい︑そ

理である︒入会させるのは

るか︒自社の周りに何かで

店の都合で﹁入会してもら

きるかもしれない︒ビルが

代になる

は何人か︑離反者がいるか

相手にされないから︑家で

を毎日見ている︒離反客が

％

半頃にＤＭを送ったら︑

％

る店舗だけ売上が小さかっ

千葉県のある酒屋は︑あ

の人にＤＭを打つことはや

販促は大事だが１︑２回目

に︑ＤＭを出した︒ここで

アパレルが春物の購入者

ワインを買ったお客様に︑

ット率も上がる︒酒屋でも

た︒経験があるからで︑ヒ

を攻めていったら結構効い

春物を単品購入したお客様

れるかもしれない︒従って︑

ホルダーに詰めて︑使用さ

ポンなら買い物に行く時︑

いからと１か月︑２か月た

と売り上げが上がる︒忙し

くらいでお礼のＤＭを送る

本当にすぐなのだ︒１週間

い︒送って効果があるのは︑

すぐにＤＭを送るのはよ

人は１・５％だ︒入会して

い︒昨年の７月に入会した

くらい来た︒それ以外は低

月に入会したお客様が

た︒売上＝客数×客単価な

めたほうがいい︒お金がか

ＤＭを送ったら購入された

入れ物に入れている︒クー

今はポイントカードを別の

くらいで来なかったらやめ
てくる︒当然ながら１回目

ドラッグストアも同じ

とわかる︒

ったからＤＭでも送ろう﹂

に買う時は﹁とりあえず買

で︑来店頻度が上がれば上

と１人寂しく飲んでいる︒
く来るけれど単価は上がら

ってみよう﹂や﹁うわさを

がるだけ︑ナショナルブラ

７の法則があり︑上

てもいいが︑それでも
ない︒家族のある方のほう

聞 い た ﹂﹁ 買 わ ざ る を 得 な

３

くらいはある︒全体で見る

売り手もどんな商材が一番

が当然単価は上がる︒上位

い﹂だろう︒２︑３回目に

ンドよりもローカルブラン

ナルブランドは︑どこでも

代の

ので︑どこが悪いかと見て

かるだけで反応率が悪い︒

初回︑２回目は
クーポン券で
買うことができる︒ここで

客数が圧倒的に低く︑それ

初回行った店はイメージが

代︑

代は

以外は高い︒酒屋は絶対に

代で好みのバラン

︑
というアメリカで有名なミ

この年齢層になる︒

いった︒すると
え︑ポップも作ることがで

ニスーパーがある︒約１０

次号に続く︒

つとよくない︒

０％ＰＢで︑自分のところ

き る︒﹁

％あっ

代がお勧めする

足りない部分を
攻める

ではない︒初回︑２回目は

売れているかを見ながら︑

に入るのは４︑５人家族な

なると﹁これを食べた﹂
﹁こ

ドに商品が変わる︒ナショ

クーポンにして再来店させ

変えなければならない︒

どだろう︒単身者は︑来店

れにしたい﹂という欲求が

お客様の年代が

であれば︑５年後には

自分の店の年齢層が︑どう

れるかだ︒従ってもう少し

洋菓子は３︑４月に挨拶

頻度は高いけれど上位に上

代︑

というケースも

40

50

10

50

ここで買う理由
がある商品を

なのかを把握することが大

若い客を入れようという動

の贈答品で男性客が増え

がらない︒ただ︑この人た

わいてくる︒すると

買う理由がある商品となる

た︒その時に絞れるから送

たくさん置いておいてもし

データを見て︑上位の客

ちも大事にしなければいけ

スが付いてくる︒来店回数

例えばトレーダジョーズ

と︑その店にいってしまう︒

薄いので︑１か月後にＤＭ

る数は２００人くらいで済

と買われれば︑客単価アッ

が一番買っている商材は強

る︒そうしたら︑３月頭く

ない︒従って︑顧客を識別

代はこれですよ﹂と言

が上がれば﹁うちに来てい

が来ても﹁どこだっただろ

プになる︒

みである︒強みの商材を意

らいにＤＭを送ると︑効き

し︑中でも上位を守る︒た

る

家で飲まない︒２８０円居

う﹂となる︒入会している

効果率は非常に大事である︒

識し︑ほかに負けないよう

代が多かっ

が出てくる︒この店で上位

だ︑単なる上位ではない︒

酒屋など安いところに行っ

る︒クーポンは財布の中に

にしなければいけない︒こ

た︒このように皆さんの企

売り上げ貢献の年代と全体

しかない商材を置いている

て︑騒いで帰ってくる︒

事だ︒それで︑足りない部

位の３割で大体７割の売り

のため︑他店を見なければ

業の中でもセグメント化す

商品ナンバーワンです﹂や

からナンバーワンになれ

ょうがない︒オリジナリテ

上げを占める︒ここで︑上

ならない︒コンピュータ会

るとお客様が見えてくる︒

の年代は一致しないからだ︒

﹁ベスト３です﹂など︑張

る︒どこでも買える商品を

ィ高い商材を作っていかな

位３割のお客様にクーポン

社である私たちは︑同じよ

宮崎県のスーパー○○とい

っておくこともできる︒そ

きをする︒

を出したら︑客単価が下が

うなソフトがたくさん出て

う店のデータを見ると︑下

れを見ながら﹁これいいな﹂

20

上位のお客様に
はサプライズを

ってしまう︒上位のお客様

いるから︑ほかの会社と一

位のお客様でも来店頻度が

来店頻度が上がれば上が

新規のお客様に１月の後

には別に何かサプライズし

緒かどうか︑気になる︒た

高い方がいる︒しょっちゅ

るだけ︑選ぶ商品が変わっ

入る︒女性の財布を見ると︑

て︑残り７割のお客様には

だ︑ソフトは見えないから︑

う来るけれど︑上位の３割

分を攻めなければならない

クーポンを発行すると客単

サービスを強化し︑ほかが

に入らない︒単身者は︑よ

ければならない︒

価が上がる︒

代

代中心

していないことをしなけれ

％を見ると

が中心になる︒だんだん世

ばならない︒それと一緒で︑

リピート戦略と
離反防止戦略

店舗くらいのアパレ

ウトを変えなければならな

てはならない商品がある︒

30

％のお客さんの

大井 啓伊 氏（㈱ミリオネット）

帯が上がっていく︒すると

94
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顧客は突然
いなくなる
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自分のところか︑ほかが潰
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フードセーフティジャパンでは佐藤邦裕氏︵日
本食品衛生協会︶を講師に迎え︑﹁異物混入苦情
の現状と再発防止対策の基本的な考え方﹂をテー

例えば食品製造施設が郊

にこんなことはあり得な

入 っ た こ と が あ る︒﹁ 絶 対

ヤモリも虫を食べるので︑

その①

入口付近や周辺にパレット

するかもしれない︒苦情を

をする時︑異物混入を経験

したり︑レストランで食事

が起こったのかを探索する

製造工程のどの段階で混入

していたのかがわかれば︑

多い︒どういう状態で混入

混入異物だけを取り出して

最初の仕事である︒しかし︑

めるのが作り手︑売り手の

入経路や混入原因を突き止

いう場合には︑必ずその背

な増減となっている︒こう

た︒それに触発される形で

で大規模食中毒が発生し

業メーカーが製造した製品

２０００年６月に大手乳

れたということは︑東京都

公的機関の東京都に寄せら

ベルとは全く違っている︒

おり︑１９９９年以前のレ

７４４件と高めで推移して

た苦情のデータには明らか

データと日生協に寄せられ

い︒保健所に持ち込まれた

リ以外の虫が圧倒的に多

物となるのはハエ・ゴキブ

あったのではな

品の品質に問題が

に製造販売した商

る︒事件が発生時

る苦情件数が増え

し︑その後３か月間余り毎

いる︒６月に食中毒が発生

た︒突出した数字となって

だが︑前年は５２１件だっ

０年は１年間で１６０３件

混入苦情受付件数で２００

東京都に寄せられた異物

ゴキブリ以外の虫は９２１

している点である︒ハエ︑

キブリが２０６７件で突出

目すべきは︑虫の中でもゴ

ると︑虫と毛髪が多い︒注

京都に寄せられた苦情で見

混入異物の分析では︑東

異物には︑混入防止のため

ータで高い数字が出てくる

いく︒従って︑保健所のデ

言うよりも保健所に持って

販売店や製造企業に文句を

が商品に入ると︑消費者は

い︒ただ︑ハエやゴキブリ

間に何件もあるわけではな

ネズミの糞
爪・歯
獣毛
人毛
鉱物性その他
金属

ガラス

石・砂

寄生虫
不明な虫
幼虫
虫卵
ゴキブリ

えてしまうの

けがないと考

エルが入るわ

ーグルトにカ

う︒通常はヨ

らせてしま

る対応で終わ

にひたすら謝

掛けたお客様

ていただきたい︒これが異

づかれたのかを詳しく聞い

況で入り︑どんな場面で気

どういう形で︑どういう状

さんは︑苦情を受けた際に

つ︒メーカーや販売店の皆

りメーカーの改善に役に立

店に届けると︑信憑性もあ

真に撮り︑メーカーや販売

防注射をすることがある

ある︒家畜の肥育段階で予

去に注射針が入ったことが

金属の事例を紹介する︒過

代表的な危険異物である

が防げる︒

けばよかった﹂ということ

と良い︒後から﹁あれも聞

き取りカードを作っておく

針の長さは

㎝あり︑断片

ことが分かった︒この注射

際に使用した注射針である

育時に使用した予防注射の

入原因を調べていくと︑肥

から注射針と判明した︒混

質がステンレスであること

したところ︑中空構造で材

ってしまった︒異物を検査

ような口径の小さな弾だ

かった︒散弾銃で鳥を撃つ

散弾が入っていたことも多

かつては外国産の畜肉に

要となる︒

という時には自主回収が必

され︑断片的に見つかった

りない︒形あるものが破壊

自主回収という対応はあま

が︑外国では牛飼いの仕事

時には自分の家畜を撃つ人

的にカットされたものが苦

もいるので注意が必要だ︒

が︑注射針が刺さったまま

それをつなぎ合わせてみた

物混入防止対策の第一歩で

が元の大きさにはならなか

で︑カエルだ

になることがあるらしい︒

の合間に遊びで鳥を撃ち︑

皮下に注射針を保持したま

情として届けられたので︑

苦情を申し立てている際

で家畜が逃走し︑そのまま

には︑大方の消費者は怒っ

ある︒
ると﹁そんな

け送られてく

ことはないだ

装置を早期に導入したのは

弾の材質が鉛だと︑金属検

拡散する可能性が大きい︒

こうした事情による︒

った︒同ロットで作った商

このような時に初めて︑自

り︑状況をあわせることが

ま枝肉に加工した際に筋肉

てしまった︒ソーセージな

主回収の対応が実施され

必要だ︒その情報が異物混

ているため︑電話でいろい

どを作る場合︑枝肉をサイ

る︒一般的には異物混入は

入防止の対策を進めていく

ろう﹂という

いったん電話を切ってしま

レントカッターでミンチに

単発で発生することが多

出器では排除しきれない︒
異物混入に

うと後からの聞き直しはほ

する際に︑半解凍のブロッ

く︑ロットクレームにはな

ヒントになる︒

食肉加工業者が︑Ｘ線検出
遭遇したら混

とんどできない︒二次クレ

ク肉と一緒に注射針も切断

ンター︵ＦＡＭＩＣ︶では︑

品をこのまま放置すると︑

入異物だけを取り出さず︑

ーム発生の原因にもなりか

されてしまった︒結果︑注

りにくい︒異物混入による

新聞や雑誌に告知した自主

注射針が入っている商品が

商品と一緒にメーカーや販

ねない︒最初の電話で聞き

苦情になるかならないかが

回収の告知件数を調べてい

に移行し︑そのまま食肉加

売店に送るのが良いが︑商

たい情報を聞き漏らさない

射針の一部が混入異物とな

決まり︑中に入っているも

る︒商品の自主回収も世の

工品の原料として使用され

品は腐ったり変質したりす

皮︑うろこといったもので

ので決まるわけではない︒

ろ伺うことは大変である︒

る︒そんな場合には異物発

ためには︑普段から苦情聞

ある︒原料の一部であるの

これが異物混入苦情の注意

すぐ切りたくなるだろう︒

見時の状況を商品と共に写

ち込まれるケースが多いこ

で誤飲誤食しても危害性は

話になる︒

えば昆虫︵ゴキブリ・ハエ

とを改めてご理解いただき

ほとんどないが︑サイズが

異物だけを取り出すよ

等︶となっている︒ゴキブ

たい︒

毛髪は人毛と獣毛をあわせ

毛髪の苦情件数が多い︒

つまりビニールのフィルム

りわけ軟質プラスチック︑

プラスチック類が多い︒と

事例では︑混入異物として

の類の混入苦情が増え続け

消費者の意識が高まり︑こ

されることが多い︒最近は

場合には︑苦情として申告

口に入れて痛かったような

らゆるものが混入異物とな

の内容をみると︑ありとあ

るが︑依頼された混入異物

混入異物の鑑定を行ってい

イカリ消毒は業務として

ことも自主回収せざるを得

謝って済ませていたような

なり︑通常は個別対応で︑

する消費者の見方が厳しく

こると多くなる︒商品に対

中で色々な事件や事故が起

たもの︒ハムやソーセージ

の類である︒また︑原材料

すべきところである︒

など畜肉製品では︑獣毛は

大きかったり︑形が鋭利で

牛毛や豚毛など原料由来の

なくなってしまうこともあ

りそうだ︒異物混入で自主

っている実態がわかる︒東

回収をするのは理屈よりも

ている︒

京都のデータで多いのはゴ

経営判断が優先される場合

由来という分類もある︒内

キブリとハエなので︑これ

家畜の毛だったりすること

らさえ気をつければ何とか

がほとんどだ︒

容は骨︑殻︑枝︑へた︑種︑
んど問題にならなかった犬
や猫などペットの体毛の混

なると思うのは大きな間違

に移ることがある︒従業員

食品製造に携わる方の白衣

ットの室内飼いの影響で︑

何も現場で努力していない

葉尻や数字だけをとらえ︑

比率も１位である︒その言

で︑異物混入苦情は︑量も

食品にかかわる苦情件数

ようなものでも︑今は苦情

少大目に見て騒がなかった

の感性が鋭くなり︑昔は多

ている︒ところが︑消費者

込まれるような異物は減っ

情件数も︑はね上がること

異物に限らず食品全体の苦

の餃子事件などが起こると

毒事件や記憶に新しい中国

大手乳業メーカーの食中

る︒

情件数がほぼ正比例してい

た総苦情件数と異物混入苦

て︑事業月ごとに受け付け

が起こった３年間につい

食肉加工や冷凍餃子で事件

入も増えている︒昨今︑ペ

の家庭で︑ペットを室内で

としてあがるので︑件数で

がはっきりしている︒

２００７〜２００９年︑

飼っていると考えれば不思

かと言うとそんなことはな

見ると状況は変わらないよ

いである︒

議なことではないが︑注意

うに見える︒形や大きさで

次号に続く︒

い︒昔あったようなとんで

農林水産消費安全技術セ

もない異物︑保健所に持ち
生協に持ち込まれた苦情

が必要である︒

苦情件数は重大事故や事件に敏感
に反応して増える

が多い︒最近︑以前はほと

異物の内容内訳

リやハエは公的な機関に持

林喬著

一財︶環境文化創造研究所刊 ﹁食品異物
混入クレームデータ集﹂Ｐ

などが放置されていると︑

申告する際はハエを取り出

１９９９〜２００９年の

生協に寄せられた苦情件数

い︒いつもと同じ

日のように﹁まだ原因がわ

件である︒この分析結果か

50

共に持ち込まれる結果とな
る︒製造施設内の排水溝の
清掃不良が原因で内部で小
バエが発生していると︑カ
エルが工場内に留まること
が可能になる︒それが何か
の拍子で製品に入ってしま
うことがある︒よくあるこ
とではないが︑２︑３年に
１回程度経験した︒紹介し

外に立地していると︑周辺

い﹂という固定観念を取り

ヨーグルトの中にアマガ

カエルなど昆虫を捕食する

したり︑混入異物だけを販

苦情総合計件数データで
景になった事件や事故があ

商品だが︑消費者

か ら な い ﹂﹁ ま た 患 者 が 増
ハエ

17

マに講演を行いました︒

異物混入事例と混入異物
︵あり得ないはあり得ない︶
型的な例を紹介する︒まず︑

には田んぼや薮があり︑そ

払うことが必要である︒

たのはカエルの事例だが︑

あ｢り得ないことはあり得
こから虫が発生する︒夜間︑

なりの背景がある︒

︑｣ ど ん な こ と で も 起
製造施設敷地内の明かりに

最初に異物混入事例の典

こり得るということをご理

エルが入った事例がある︒

小動物が付着していること

ない

解いただくために極端な例
虫が集まる︒製造施設の出

この事例は食品の製造現場

がある︒施設への原料や資

苦情を言われると︑迷惑を

皆さんが商店で買い物を

を紹介したい︒

になじみのない方にとって

際のヒントが得られる︒再

発を防止するためには︑混

は不思議に感じるが︑こう
売店やメーカーに送る方が

は︑２０００年と２００８︑

それ以外の虫が圧倒的に多

な違いがみられる︒ハエや

い︒皆さんも我々も日常的

ゴキブリはほんの僅かで︑
都の福祉保健局がまとめて

に苦労をしているのはゴキ

下の保健所に寄せられた苦

の年だけだったが︑事件以

年度ごとに集計している︒

情件数である︒それを東京

しまう事件・事故

異物混入苦情件数は︑事件

意識が敏感に反応

えた﹂などの報道もあって

に特段の配慮が必要である︒

1.497

る︒ハエやゴキブリは１年

し︑苦情件数だけ

ら異物混入の原因となる昆

ハエ ゴ
･キブリ
以外の虫
0

448

500

1.393
1.362
1.512
1.439
1.332

1500

ことがわかる︒

が増える︒そうし

消費者の不安をあおる結果

件数

動物性その他

た類の反応を示す

ブリやハエ以外の虫であ

降︑年間を通じての苦情件

が９月期に跳ね上がった︒

175

消費生活センターで集計

や事故に大きく左右される

数が多くなった︒

このような特殊な状況はこ

絆創膏

その他

繊維

タバコ

紙
木

が発生すると︑触

心を不安にさせて

324
195 208

した苦情分析でも︑虫とい

537

436
338
390

虫はゴキブリだという解釈

721

をすると間違える︒混入異

1000 921

となった︒この事件以降︑

1.416

年間８６０件︑９１０件︑

プラスチック

発されて寄せられ

る︒とりわけ食の安全や安

異物混入苦情の概況

材の搬入の際にパレットと

佐藤 邦裕 氏（日本食品衛生協会）

したことが生じるにはそれ

異物混入苦情 の 現状 と 再発
防止対策 の 基本的 な 考え方

２００９年が明らかに異常

1.153
1.227
1.215

代表的な苦情が︑

2000

異物混入である︒

2.246

１９９８〜２０１４より作図

2.067

﹁食品衛生関係苦情処理集計表﹂

東京都に寄せられた苦情受付件数の集計
2500
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工
子
菓
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（９） 平成27年４月15日

先月号より続く。
食品

⑤高機能性赤ジソパ

ウダーの開発である。

よび海外へのアピールなど

果を定めたメニュー開発お

どのようにするか」の計画

まず「目標とする品質品を

ず、物づくりで大事な点は、

高齢者の食品開発に限ら

⑸商品開発手法

⑷介護食の素材と有効成分

である。

２．健康長寿食と市場

日本食は、長寿社会の健

ての学術的・科学的知見の

れていない。日本食につい

科学的メカニズムは解明さ

開発、新たな加工食品など

強・安定化する加工技術の

成分の効果解明と成分の増

食品素材の健康に役立つ

価格、使い勝手など具体的

ーゲットとなる市場、数量、

査し、どのような品質、タ

である。食のトレンドを調

康に貢献しているが、その

蓄積・普及を通した健康長

進んでいる。既に、それら

材の特性を生かした開発が

近年、地産地消の地場食

な使い方を立案する。

の

具体的には、①高血圧選

の素材特性を知り尽くした

クトである。

テーマの開発プロジェ

寿社会の実現を図るため、
食産業の市場規模拡大と戦
略的な大規模疫学調査の事

②ショウ

択的な降圧作用を有するソ
バ乳酸発酵食品
安心感と美味しさの特徴を

その目的は、①いくつか
ガ、ニラ等を利用した機能
熟知しているからである。

）
業が進んでいる ４。

の機能性成分の調理法、食
③ゆず、かぼす等
自社の技術をどう生かし

性食品

その③
推奨され、原料をもつ企業

る。最近では６次産業化が

関を活用することにより、

る。各所の自治体・研究機

ターの利活用も考えられ

るもの３２８品（ ・２％）

流動性では、とろみがあ

場合、設備と技術をもつ企

かし、設備投資など難しい

れ、新製品開発につながる。

３者共同連携で技術が生ま

者、市場など開発企業との

原料、設備とあわせ、消費

％、残り半分は嚥下調整食

分類に当てはまらないが

であった。各物性評価では、

で、他はとろみが薄いもの

った。

が直接商品開発を行う。し

連携先の技術を補完する

業との連携も想定される。

には、地域の工業技術セン

３．高齢者食の開発

４ないし３が多い結果であ

った。分類基準の評価では、

ユニバーサルデザインフー

メーカ

％）は適合し、物性

ドは対象のうち、
ー（

区分を使用していないメー

理性などの調査・評価結果

品（

品

・２％）が電

）
の調理法であった ５。

が調理不要であり、その他

子レンジ・蒸し調理、

煎、

・７％）が電子レンジ・湯

調理法は、１５０品（

あった。

・５％）で

は、介護食の中で最も多い

高齢社会においては、介

品（ ・１％）

品の７・１
％のものは少なか

社（

護対象者も増え、種々な健

品中で均質性をみると、粒

カーは

やざらつきの不均一が３２

のは流動食である。４２５

や高齢者施設ばかりでな

康長寿調理例があり、病院

く、在宅の高齢者も利用し

７ 品（

％で、

あったものは

であった。口腔内で離水に

かで均一は

・ ９ ％）、 な め ら

やすい、柔らかさや飲みや
すさが求められる。
⑴介護食と調理性

の果皮の抗アレルギー、抗

②医学、

べ方の複合的効果のメカニ
ズム、疫学的調査

いて流動性、物性および調

５）介護食の調査

高齢者

化処理を行い、主に、ご飯

用レトルト介護食の実態調

社の４２５品につ

ていくか。もし、設備など

との産産連携も考えられ

結果が得られた（図５）。

査

主要

ガン食品
が不足している場合、他社

・０％）示した。こ

④緑茶成分の機

化学、情報工学、流通科学、
能性を効果的に享受できる

％∧

③健康効

あった。しかし、理想とす

と共に炊飯して食されると

るパンの膨化率は４～６が

いう従来の雑穀類の消費形

好ましいとされているの

食パンの栄養価について

った結果、うまみがあり、

⑶雑穀を利用したシリアル

く含まれていた。

が高く、モチアワをベース

係にあり、モチアワの評価

化程度と官能評価は比例関

単独での膨化試験では、膨

２種の方法を行った。雑穀

素焼きしてフレーク化する

加工品のおいしさと栄養

１３年９月

（その１）食品工業

加工品のおいしさと栄養

７）山﨑勝利

１０年

文理大学紀要

名古屋

雑穀類には、通常の穀類

としてイナキビ

（その２）食品工業

マランサスは及第点レベル

日

２０

日、いばら

２０

小麦・穀類

日

８）山﨑勝利

月

行事予定
～

２０

と比べ、ビタミン類、ミネ

最も高い評価を得た。アマ

１３年

の評価を得た。

ール

１５、水戸市・県庁県民ホ

ぎスイーツフェア２０

５月

巻

ラル類、食物繊維が豊富に

ランサス使用のコーングリ
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いかなければいけない。

だな」と思う。一声をかけ

たら、説明しながら必ず１

みんなおねえさんで案内を

びかけると全員、振り返る。

説明できないといけない。

でも、東京や横浜で、振り

した。これが効く。大阪の

入ってきたら絶対に買うと

返るのは

人を落とす。１人を落とさ

それから、セールストー

私が進物を売っている時

いっても、粗末にしてはい

られれば、意外と待ってく

それがセールストークの中
クではお客様に「こういう

は、通りの人を拾わないと

けない。必ず挨拶をして声

おばちゃんはどんなにお年

場合、こうしたほうがいい」

いけない。ただ、セールス

寄りでも「お姉さん」と呼

では絶対に出てくる。お客

という話をするだろう。お

トークをするのに線が敷か

ないと全員いなくなる。ま

様の目線が大事で、百貨店

菓子なら「硬くなったら焼

た、いくらお得意様で店に

と違い、和菓子店は個人の

いて食べるとおいしいです

れる。

店だから、入ってきた人は

人中３人くらい

買うのが目的で来られてい

引き受けるのはセールスト

うことは難しいが、それを

る。流れているお客様を拾

とをすべて把握しないと、

るといい。これは商品のこ

よ」など食べ方の説明をす

かし、お客様がたくさんみ

いけない決まりがある。し

れており、そこから出ては

てくれる。

うすればお店にずっと付い

をかける。丁寧に扱う。そ

なたのことを言っているん

「お姉さん、お姉さん、あ

だ。あとは知らん顔をする。

れるものを置いている。一

と２段目がよく見えて、売

は、３段のガラスケースだ

百貨店で和菓子の陳列

バーワン」と張っておくと、

れは大人気です」や「ナン

種類出す。その中でも「こ

くらい出して、１万円は２

千円なので、そこに５種類

はり売れるのは３千円、５

８千円、１万円とある。や

５千円、６千円、７千円、

を言うと安心する。また、

と思うだろう。一緒のこと

ら、お客さんは「何これ」

ついて説明が全部違った

売りたいが、１個の商品に

売員が３人いたら３人とも

う。いろいろ言わない。販

は、要点はかいつまんで言

販売のセールストーク

めに、いろいろしなければ

ってもらえるようになるた

未来永劫、自分の店から買

ため、入ってきたお客様が

また、お得意さんを作る

やればいい。

てやらなくても、ゆっくり

から、私のようにがさつい

だろう。競争の相手がない

ても、ほとんどの人が買う

いる時は人が溜まる。そう

かける。私が進物を送って

待たせている人には一声

る。お客様はとても怒る。

後から来た隣が先に出てい

時、忘れられて全然来ない。

ランに行ってご飯を食べる

を先にしてしまう。レスト

われること。後から来た人

番嫌がるのは、順番を間違

混雑した時にお客様が一

私が身振り手振りするとお

ながら見るだろう。それで

とそのお客様は説明を聞き

は、身振り手振りだ。する

私がその時にとった行動

お客様はいろいろと見る。

けてはいけない。だけど、

うちが少ない時でも声をか

る。隣にたくさん人がいて、

出たらいけないと怒られ

てしまう。すると、線から

てくるのはいけない。

と言うのに、次から次へ出

ある限定品や「あと３個」

く。後ろにたくさん在庫が

うことが少しでも入ると効

ルストークの中に、そうい

おうかと思うだろう。セー

す」と言われたら、今、買

と

個しかない限定品で

「何時までは５００円」「あ

本人は結構、限定に弱い。

冷静で、浮気をしない。大

質がある。横浜の人は結構

つられる、大阪人独特の気

「あれはいいよ」と言うと

みんな「おおっ」と言う。

多い。１人がいいと言うと、

い。大阪の人は付和雷同が

浜は衝動買いをあまりしな

り方もまた違ってくる。横

客様の層により、商売のや

いるから」と言われた。お

たいものをできるだけ出し

所があったら、進物で売り

また、外に空いている場

います」と言うと、笑いな

売れています、一番売れて

は一番売れています、一番

の年には止めるのはよくな

ただ、少し売れて、もう次

うことをしていけばいい。

柏餅は素晴らしい。そうい

業組合でされている、男の

いたら「待っているのは嫌

てくれる。知らん顔をして

い」と声をかければ、待っ

て、しばらくお待ちくださ

ょっと混み合っていまし

いう時は「すいません、ち

る。お客様がたくさんみえ

とほかのお客様も全部来

れています」とする。する

ゃいませ、これが今一番売

ちらへ入ったら「いらっし

客様が見て、境界線からこ

と通した。

阪では「お姉さん」でずっ

阪のおばちゃんは強い。大

ちゃんは遠慮がちだが、大

たことがある。東京のおば

そこで買わない。こっちが

どこでも行くから、ずっと

だよ」と言ったら「私は孫

番下の段は半分くらいしか

お客さんは大体それを買
同じことを３回言うと大体

いけない。神奈川県菓子工

販売におけるセ
ールストーク

めにする。

株式会社安藤企画 安藤
神奈川県菓子工業組合では安藤勝敏氏（株式会社
安藤企画）を講師に迎え「プロの販売員を目指す！」
をテーマに講演を行いました。
先月号より続く。

えるから、しょっちゅう出

見えない。ケースの中に敷

振 り 向 い て く れ る。「 お い

個など日

なかなか言えない。

く布は季節に合わせたもの
う。お歳暮と張っているだ

しいですよ、お客様、これ

限定品やあと

ークだ。店の中に入ってき

にしたほうがよい。冬なら
けではダメだ。

また「一番よく売れてい

たほうがいい。常温商品で
がら見る。

い。継続の力でずっとして

だろうが

円安かったら「

円も安

自分のことで開示できる

は新聞記事をとってあっ

らしい」となる。私のお袋

いた。裏切らない。お客様

３８２人のお客様がついて

うだな」となって大体買っ

と言われるよ」と言うと「そ

る努力をしなければいけな

の販売員はそういう人にな

凄い親近感が生まれる。握

い」とぱっと握手をする。

いやんか」で買ってしまう。

ことを相手に知ってもらう

しい時に「きょうは忙しい

末に扱ってはいけない。忙

くる方が絶対にいるが、粗

さんいる。だから、話して

に来る時、寂しい人がたく

％の３千

いてあげること。シニア時

暇な時はお客様の話を聞

売り上げがなかったらクビ

て。話している暇はない。

は「忙しいので今日は帰っ

帰るけれど、また来る。私

て」と言うと「ごめん」と

ないといけないから帰っ

ら 」「 今 日 は、 お れ は 売 ら

また話をじっくり聞くか

来る。「今日は忙しいから、

ものだと思い、忙しくても

も話すから、聞いてくれる

が何人もいた。私は誰とで

私のファンのおばちゃん

いう話をすると「あそこの

高校を出て就職した。そう

職しなさい」と言われて、

やって食べていくのか。就

りしたら終わりだぞ。どう

から、親父が「骨を折った

ラソンはメジャーではない

われたけれど、そのころマ

それで旭化成から来いと言

ツ新聞にずっと出ていた。

で、九州では西日本スポー

代に区間賞をとっていたの

ラソンをしていて、高校時

と、親近感がわく。私はマ

人にお客様が付く。私には

年販売員をしているとその

い。百貨店売り場で

百貨店は「人に買う」が多

ってもいい」と言うだろう。

な い。「 あ の 人 だ っ た ら 買

る販売員にならないといけ

ら、お客様からよく知られ

コミュニケーションだか

相手も覚えてくれる。

です、などで結構まとまる。

が好きです、ゴルフが好き

えることを話す。私は登山

ルでも何でもいいから、言

己開示は自分のプロフィー

た。そういう話もする。自

何かを贈ったら、何だこれ

れない。それが違う佃煮か

わないで待っているかもし

正月でも食べようと思い買

末に来たらクリスマスでも

みんな待っていますよ、年

すよ。進物のロースハムを

で買った薄いハムと違いま

いの。そこら辺のスーパー

るのを待っているんじゃな

ったら、おいしいハムが来

んでしょ、年に２回だけだ

わけじゃないでしょ、贈る

うけれど「あなたが食べる

いるから飽きてきた」と言

が「毎年ハムばかり贈って

と帰るお客様もいる。プロ

なかったら「あした来るわ」

あの人がいたら買う、い

るだろう。

えば、年末にお菓子が売れ

多い。そういうところを狙

和菓子を食べるという人が

て、その後に緑茶を入れて

酒を飲んで、おせちを食べ

にお参りして帰ったら、お

なに外に出ないから、神社

てや、年寄りが多く、そん

る人がたくさんいる。まし

が日に食べようと思ってい

おいしいお菓子を正月の三

てくれる。お菓子も同じで、

私は「はーい！いらっしゃ

い。お得意様が来られたら、

になるからそれはいけな

握ったりすると、セクハラ

てのお客様にいきなり手を

どちょっと触ること。初め

それから、握手をするな

うから」と口コミで広がる。

何でも買いたくなってしま

ら、行って買ってごらん、

の何々ちゃんはいい子だか

る。お客様も「あそこの店

うというお客様は結構い

がいたら何でも買ってしま

で、にこにこして、あの子

い。店の何々さんはいい子

人は、昔から進物をしてい

い人はいない。

る人はお年寄りが多く、若

また、進物をたくさん贈

ね」と手を握ると喜ばれる。

か ら さ 」「 あ あ そ う ご め ん

「昨日、来たらいなかった

来 て く れ て あ り が と う 」。

手して「わざわざ雨の日に

万人が

25

歳以上で、買い物

今期入学生は 名

秋田勝氏）では４月１日、

日本菓子専門学校（校長

日本菓子専門学校

209

人を大事にする。

という人が多い。そういう

るからしなければならない

が、要望されています。そ

憩いをもたらす菓子づくり

え、お年寄りには安らぎや

が「今再び、子供に夢を与

きいものがあります。ぜひ、

たす意義と使命は、誠に大

の意味においても皆様の果

次号に続く。

東京・玉川区民会館で第

ます」と祝辞を述べた。こ

期待に応えて頂きたく存じ

今期の入学生は製菓技術

を述べ、式を終了した。

井あす花さんが誓いの言葉

のあと新入生を代表して横

全菓連からは大窪理事長

学科四十六名であった。

学科一六三名、製パン技術

回入学式を挙行した。

•••••••••••••••••••

50

代だから人口の

から早く帰って」とは言え

日本ハムのおっちゃんは

歳過ぎの

ないので「ちょっと混み合

になる。それはうそだけど

昔、マラソンの選手だった

、

ってきたからごめんね」と

ね」と言って、帰っていた

人は、あまりいない。

のを待っていて話しかける

、

阪のおばちゃんは安ければ

ます」「今これが一番です」

お客様からの商品に関す

年いて販売をし

「今売れています」という
はない場合は、無駄にして

る質問は、どんなことでも

50

大阪に

ものを張っておくと大分違
もいいから見本を飾ったほ

50

だく。

接客のコミュニ
ケーションのあ
り方

類ぐらい出すが、３千円、

う。進物を売る場合、
うが売れる。見本は少し多

10

種

色などを下に敷くと目立つ。

赤、春はピンク色、夏は水

商品の陳列

10

その②

言うと「お邪魔したね、じ

15

56

10

80

10

70

20

ゃ帰ります」となる。空く

10
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日本菓子専門学校

少し硬めに

ｇ

ｇ

菅野 泉
教師

分間蒸す。

４．手鍋に上白糖と水を入

い蒸気で約

敷いたセイロに入れて、強

３．硬く絞った濡れ布巾を

を切る。

２．フルイに上げて良く水

する。

種の硬さが変わるので注意

きさ、吸水時間によって餅

※道明寺の質、粒子の大

せる。

～４分間水に漬けて吸水さ

１．道明寺を水洗いして３

【仕込工程】

※手蜜………砂糖１：水１

道明寺製桜餅 （約 個分）
【生地配合】

…………４６０ｇ

道明寺粉（５ッ割れ）

上白糖……………１３８ｇ
水………………約１００㎖
【中餡配合】
小豆こし生餡……５００ｇ
グラニュー糖……３００ｇ

％

水…………………３５０㎖
※配糖率
練り上げる。
【仕上げ】
生地……………………
中餡……………………
20

ら火を止めて淡赤色に着色

れて加熱し、砂糖が溶けた
えて木杓子で色ムラができ

ボールに入れ、④の蜜を加

８．中餡

せながら

じんだら、手蜜で手を湿ら

７．蜜が吸収して餅種がな
使用する。

洗い、良く水を切ってから

かき混ぜて、色と硬さを均

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。
話 ０３－３４００－８９０１
電

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

長命寺桜餅、江戸風桜餅

などとも呼ばれている。

９．塩漬けの桜葉を巻いて

に整える。

塩漬けにし、餅に巻いて売

寺の門番が境内の桜の葉を

江戸時代、向島にある長命

がある。関東風は焼き皮製。

※桜餅には関東風、関西風

れている。

るため上方風桜餅とも呼ば

寺製桜餅。江戸風と区別す

桜の葉で巻いたものが道明

寺粉で餡を包み、塩漬けの

名のお寺があり、この道明

の由来にもなったという同

関西風は大阪に道明寺粉

仕上げる。

ったのが始まりと言われて

ｇを包んで俵形

※葉が軟らかく毛が少な

いる。

•••••••••••••••••••••••••••••

いオオシマザクラの葉を使

20 30

用。塩味が強いので流水で

ｇに種を切る。

～

分ねかせる。

６．濡れ布巾をかけて

ないように混ぜ合わせる。

※沸騰直前まで熱を入れ

する。

る。沸騰させすぎると餅種

る。
一にする。

※途中１～２回、餅種を

30

５．蒸れ上がった道明寺を

の硬さが変わるので注意す

20
道明寺製桜餅

40

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

※塩漬け桜葉
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60

平成27年４月15日 （12）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第913号

