参宮街道の「伊勢神宮・宮

菓子で製作する展示では、

開催地のシンボルを工芸

算されている。

回全国菓子大博覧会・三重

万人の入場者数を目標とされた。
川の渡し」をイメージした
作品を計画している。
３面に関連記事。

と挨拶された。来賓には鈴

ので、ぜひ、成功させたい」

国に発信する絶好の機会な

任、委員には三重交通や中

子工業組合副理事長）が就

長に濱田典保氏（三重県菓

席し、同実行委員会の委員

組合や県、市の関係者が出

バターの安定供給に向けて、菓子業界では農水

ているが、北海道の生乳生

策として、

年度補正予算

年度予算で、総額５

盤が弱体化しつつある背景

このように酪農の生産基

者が連携し酪農家の収益性

し、地域ぐるみで畜産関係

産クラスター計画を作成

化、などにより生産現場で

高騰などによる収益性の悪

と後継者不足、③エサ代の

安、②酪農経営者の高齢化

ど国際化進展に伴う将来不

雄判別精液の促進など、生

乳機器の導入の促進や、雌

み）を通じて、ロボット搾

じて酪農家を支援する仕組

機械のリース整備などを通

進。この場合、施設整備や

を向上させる取組みを推
菓連関係者が出席した。菓子業界からは輸入バタ

設備投資などが停滞してい

乳生産の減少に歯止めをか

最終ユーザーである菓子業界まで流通しにくい現

ーが国産を上回る価格で取引されていることや、

少し続けている状況。また、

ることなどが挙げられてい

けるべく、強力に対策を推

る。
このような状況の下、農

３面に続く。

し進めることとしている。

酪農家一戸あたりの経産牛

頭、北海道
頭と規模拡大

頭から
頭から

産・酪農の生産力の強化対

平成８年度にピークの８６

▽旭日小綬章＝原光雄氏

副理事長）

（全国菓子工業組合連合会

▽旭日小綬章＝面澤義昌氏

（業界関係受章者、順不同）

（大阪府菓子工業組合員）

▽藍綬褒章＝土井康司氏

副理事長）

氏（鹿児島県菓子工業組合

▽瑞宝双光章＝比良田輝明

理事長）

（岩手県菓子工業組合元副

▽旭日双光章＝鈴木守氏

•••••••••••••••••••
年春の叙勲褒章

年度

（日本洋菓子協会連合会会

平成

上減少することとなった。

長）

し、

年間で１２０万㌧以

には７４５万㌧まで減少

６万㌧あったのが、

直近の状況は、都府県の生

生乳生産量については、

あるような状況だ。

規模拡大も限界に達しつつ

が進んでいるが、最近では、

で

国で

状など、現場で起きている問題点を説明した。
同意見交換会では、独立
行政法人農畜産業振興機構
より、最近の牛乳乳製品の
需給状況やバターの輸入制
度、輸入実績などについて
次のような説明があった。
⑴最近の酪農を取り巻く状

年度にか

48
68

38
55

乳生産は、一貫して減少し

27

況と国の対策

年から

酪農家（乳用牛飼養）戸
数は、

けて２７，７００戸から１
８，６００戸と９千戸も減
少している。この間に乳用
牛飼養頭数について見て

％も減

も、１６５万５千頭から１

林水産省では、わが国の畜

の飼養規模については、全

菓子工業会、（一社）日本洋菓子協会連合会、全

としては、①ＴＴＰ交渉な

ター対策（地域レベルで畜

具体的には、畜産クラス

ろ。

強化に乗り出しているとこ

し、酪農などの生産基盤の

００億円以上の増額を果た

及び

挨拶をする岡理事長

隆部長、同部乳製品課玉井明雄課長、㈿全日本洋

独立行政法人 農畜産業振興機構に対し要望

26

実行委員会が設立総会を開催

テーマに
・鈴木健一市長は「鳥羽・

万人、

日～５月

志摩、県と一体になり、様々

年４月

席上、三重県菓子工業組

日、目標入場者数は

同菓子博の開催期間は平

合の岡理事長は「三重県で
な面で支援していきたい」
経済効果は１３０億円と試

木英敬県知事（代理・県雇

部電力、百五銀行など県内

産は、回復傾向にある。

成

は初めての開催。菓子業界
と述べられた。

用経済部広田部長）から「地

省に引き続き、独立行政法人農畜産業振興機構と

総会では三重県菓子工業

の夢や希望を未来につなぐ

域創生の実現のため、非常
主要企業や県と市の代表者

意見交換会を開催した。同会には畜産需給部石橋

輸入バターの安定供給に向けて

に意味があり、力を合わせ
名が委員に就任した。

•••••••••••••••••••••••••••••

21

等

とともに、三重の魅力を全

14

第
回全国菓子大博覧会・三重の実行委員会設

日、同市県営サンアリーナで開催された。総会では基本計画や収

年に伊勢市で開催される第

立総会が４月

27

支予算案の承認が行われた。計画では「お菓子がつなぐ『おもてなし』を世界へ」

24

平成
29
60

て 支 援 し て ゆ く 」、 伊 勢 市

会場イメージ

第914号
（平成27年５月）
● http://www.zenkaren.net/

27
27

27

60

29

３９万５千頭と、

25

26

15

17

17
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（１） 平成27年５月15日

日の与党税制協議会におい
民党は、税収の落ち込みや

なったとのことである。自

検討対象に議論することに

み」の３つのケースを主な

軽減税率の導入は避けて通

必需品とりわけ食料品への

出への影響を見ると、生活

税率引き上げによる消費支

いずれにしても、今回の

税の引き上げを行えたの

ロッパ諸国が速やかに消費

の財政危機に対応してヨー

のではないだろうか。最近

の軽減税率の導入が必要な

財布から出して払う時点で

うか、消費者心理としては、

支出は減少しないのであろ

も、後で還付されれば消費

の精度の問題はさておいて

が指摘されているように１

は内閣参与の浜田宏一教授

をできるだけ少なくするに

れているが、景気への影響

に引き上げるものと理解さ

い。

て『消費税軽減税率制度検
事業者の混乱を抑える必要

４月の消費税再引き上げに
り込むべきだとしているの

があるとして対象品目を絞
いか。消費増税が

％で打

ることはできないのではな
ものの生活必需品に対する

も、国により内容は異なる

断されるのではないだろう

支出するか、節約するか判

という方法も十分検討に値

パーセントずつ引き上げる

減税率を導入するための検
の引き上げに伴う国民の負

に対し、公明党は、消費税
ごく限られた品目を対象と

ち止めというのであれば、

いのではないだろうか。も

ることによるところが大き

軽減税率制度が確立してい

上げが消費支出、景気動向

率の引き上げ、今回の引き

か。前回平成９年の消費税

でもないことではあるが、

また、改めて指摘するま

するのではないだろうか。

最近の報道によると、こ

％を超える段

のみ」として様子を見た上

党サイドは、今回は「精米

いるとのことである。自民

品目に適用するよう求めて

担感を軽減するため幅広い

いうのであれば、一定額以

に軽減されるので非効率と

飲 食 料 品 」（ 富 裕 層 も 同 様

にするためにも「酒を除く

今後の税率引き上げを容易

が、そうでないとすれば、

することで足りるであろう

税の悪影響は避けられると

は還付金制度を仕組めば増

ないだろうか。低所得者に

ことは社会福祉の原点では

できるだけ安価に供給する

が、生存を支える食料品を

会福祉のためといわれる

のではないか。消費税は社

の無い制度などあり得ない

るが、そもそも完全に問題

されていることも事実であ

ちろん、様々な問題が指摘

延ばしに伴い経済条項を削

であろうか。引き上げの先

に戻っている。次回はどう

ていたが一年後にはほぼ元

る買いだめと反動減が生じ

３パーセント導入時を上回

わらず１９９０年の消費税

得も上昇していたにもかか

ト引き上げ時は、物価と所

因みに、前回の２パーセン

えた判断をお願いしたい。

に及ぼした影響を充分踏ま

ものである。

厳に回避していただきたい

を変化させるようなことは

によって品目間の競合関係

線引きに当たっては、それ

て、軽減税率の対象品目の

るものではない。したがっ

によって政策目的を実現す

税制のように税制そのもの

財源確保であって、省エネ

消費税の目的は社会福祉の

増だったということなので
割り引いて考える必要はあ
るものの、昨年５月の８％
減を筆頭に消費税増税後

方針とのことである。

要な理論や技術を学ぶため

伴う役員選任が予定されて

の総会において任期切れに

が、本年は、５月の全菓連

９月に開催されています

議が開催されました。例年

度の全菓連近畿ブロック会

ニュウムを含まないベーキ

きに対応して前広にアルミ

ュウムの使用基準策定の動

働省が進めているアルミニ

表示基準への対応、厚生労

れた新食品表示法及び食品

は、去る４月１日の施行さ

行われましたが、その概要

べき課題として近況報告が

万円の支援金を支

菓子工業組合に対し全菓連

菓子博に参加する都道府県

月の臨時三役会において、

博への支援については、３

れました。特に、三重菓子

していくこと、等が報告さ

後の菓子博の在り方を検討

論を踏まえ全菓連として今

関する全国意見交換会の議

２月に開催された菓子博に

必要があること、さらに、

子大博覧会を支援していく

クにお願いしている展示料

しを行った上で、各ブロッ

減するため所要経費の見直

各県組合の負担をさらに低

県組合のご意見を踏まえ、

見交換会等で寄せられた各

ロック会議、２月の全国意

され、さらに昨年度の各ブ

菓子博の基本計画案が説明

準備委員会濱田理事長より

組合岡理事長、三重菓子博

続いて、三重県菓子工業

りました。

行われているとの報告があ

（ 写 真 ）、 チ ラ シ を 新 し く

学校要覧と掲示用ポスター

このほど同センターの加盟

（理事長高井和明氏）では、

り、菓子づくりのために必

各校は同センター会員であ

同要覧に収載されている

ついて、学校見学について、

取得について、就職状況に

募集人員、選考方法、資格

ジ、学校の特色、募集要項、

電話、ＦＡＸ、ホームペー

加盟学校要覧とポスター配布

を求めているため、ポスタ

ーを全国の高等学校に掲示

していただくと共に、進路

作成し、全国約５０２６の

進学を教示してもらう。

活用して頂き、菓子学校の

指導の際、加盟学校要覧を

高等学校に配付した。

日本菓子教育センター
日本菓子教育センター

同要覧の掲載項目は次の
通り。

○校名、所在地、交通、

詳細については日本菓子

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。

総務省が今

計調査による

年

自民、公明両党は１月

と、３月の２
討委員会』を設置し、

向けて生活必需品などの軽

月発表した家

人以上世帯の

・６％減少し、現在の形

の統計となった２００１年
討を本格化しており、今秋

の検討委員会では、昨年６

で、税率が

上の外食は除外しても良い

に最も適した学校である。

いることから、近畿ブロッ

ングパウダーへの転換を進

より各

を半減することとし、協賛

学費など。

次世代を担う意欲ある若人

ク選出役員候補を協議する

めることが望ましいこと、

出すること、三重菓子博に

金と入場券については地元

い合わせると良い。

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。

実質消費支出は前年同月比

以降では最大の下げ幅とな

ヵ月連続でのマイナスが続

月に与党税制協議会が公表

階で対象を広げたいと考え

ったとのことである。昨年

いているということは、消

した食料品に軽減税率を導

ているのではないかとの憶

除したことから、２％一度

３月は消費税引き上げ前の

費増税が消費支出に与える

入する場合の８つのケース

の説もあるが、所得の捕捉

駆け込み需要で７・２％の

影響の大きさを如実に示す

の う ち、「 酒 を 除 く 飲 食 料

のではないかと思うが）へ

家計消費支出の動向と
消費税軽減税率検討の行方

ものに他ならない。４月以

測も流れているようである。

の税制改革大綱に盛り込む

降の消費支出が回復軌道に
品」、「生鮮食品」、「精米の

全菓連専務理事・山本領

乗ることを期待してやまな

の福岡ブロック幹事長のと

功に向けて協力していくと

ロックとしては、隣接ブロ

また、和洋菓子業界では

質疑応答の結果、近畿ブ

長より都道府県菓子工業組

りまとめが行われました。

日付で全菓連理事

年度に三重県伊勢市

ックとして三重菓子博の成

旨３月

平成

合理事長に対し協力要請が

していく必要があること、

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

近畿ブロック会議開催される
回全国菓

ことも兼ねて前倒しで行わ

原材料の安定確保に支障が

かかる各県組合の負担を軽

自治体との関係もあり昨年

で開催される第

れたものです。会議では開

生じないようバター等の供

減するための三重県サイド

教育センター（電話０３―

年度に全菓連が取り組む

催地の和歌山県菓子工業組

給状況を注視し、国等に適

の努力を多とし、三重菓子

要請している金額でご協力

３２３２―０２８２）に問

日和歌山市のホテ

合駒井良章理事長の開会挨

宜要請する必要があるこ

をお願いしますとの説明が

４月

拶、近畿ブロック幹事長奈

と、与党における消費税の

博の成功に向けて全国の組

なされました。

•••••••••••••••••••

良県菓子工業組合福岡洋介

合が協力していく必要があ

年

理事長の挨拶、全国菓子工

軽減税率導入に係る検討の

るとの判断が示され、この

ルグランビアにて平成

業組合連合会大窪幹夫理事

状況を注視し、菓子が不利

加賀で育って77年

10

になることの無いよう対応

まんまろん

26

29

その後全菓連より、平成

30

（Ｘ・Oたっぷり）

（型焼き）

10
長の挨拶が行われました。

27

ブランディケーキ

チーズカステラ

本格的カステラ

10

12

27

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。

27

29
50

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

14

平成27年５月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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１面より続く

最近の牛乳乳製品の需給状況や

基づくカレントアクセス輸

で実施している国際約束に

機構では平成７年度以降、

１０，０００㌧を実施した。

１０，０００㌧、脱脂粉乳

が、平成

できることとなっている

８％）を払えば誰でも輸入

年度の輸入量は、

入などの国家貿易機関によ
る輸入が挙げられる。
カレントアクセスは、毎

入業務を担ってきたが、平

カレントアクセスによる輸
品の多くは、脱脂粉乳）に

前年度の約４倍（対象乳製

なお、用途別で取引乳価

により、生乳・乳製品の需

・脱脂粉乳を輸入すること

っ迫時には、機構がバター

輸入する必要があり、これ

うち、一定量をホエイ等で

際的に約束したもの。この

０２㌧を輸入することを国

ては、一番多いのがニュー

に達した。輸入相手国とし

し、過去に例のない輸入量

減による乳製品不足を反映

売状況の調査結果によれ

売店での家庭用バターの販

当機構のＰＯＳによる小

ーの販売状況

⑷昨年末の量販店でのバタ

バターの輸入制度、
輸入実績
が異なっており、最も高い

給調整を行う仕組みとなっ
年度

急増している。

⑵生乳・乳製品の需給構造

のが飲用牛乳向けで、次が

ジーランドで、平成

年度は国内の生乳生産

年度の生乳換

生クリーム等向け、脱脂粉
を勘案すると、全量をバタ

成

算供給量（需要量）は、全

ている。

万７２

体で１，１５１万㌧、この
乳・バター向け、チーズ向

わが国の

うち、国産品が７４５万㌧
最近の需要面の動きとし

は全体の６割強を占め、次

庭用バターの販売は、前年
～

が、オランダ、米国及び豪

年度の機構による乳製

ーで輸入した場合、約８，

⑶

６００㌧に相当する。

月の家

ては、飲用牛乳等向けとバ
ター脱脂粉乳向けの需要は

同期比で

向けについては、酪農家の

％増加して
月初旬は、一時的
％を超える販売実績と

低価格等を武器に客層を広

視するユーザーもいるが、

買い急いだ結果と思われ

等でバターの欠品や品薄の

なった。これは、マスコミ

に

おり、

州などと続く。ニュージー

月及び

けが最も低くなっている。

で
が４０６万㌧で
ている。

ランド産バターは、色調が

カレントアクセスの輸入実

げつつある。

る。なお、１月以降の販売

黄色すぎるとか風味を問題

績は、バター３，０００㌧、

また、乳製品の一般輸入

は、その反動で

年度の機構による

脱脂粉乳９，１７８㌧、ホ

（ＴＥ輸入）については、

平成

品の輸入実績等

一方、輸入乳製品で多く

エイ４，５００㌧などで、

関税相当量（バターについ

低下傾向にあるのに対し、

のシェアを占めるのが自由

これ以外に不足分として農

生クリーム等向けとチーズ

生鮮品である飲用牛乳等向

化品目のチーズで、この他

林水産大臣の承認を得た上

再生産を確保するため国か

けや生クリーム等向けが優

輸入乳製品は学校給食用脱

ら補給金が交付されている。

残りが乳製品向けとして、

先的に配乳され、保存がき

脂粉乳などの関税割当品目

ては、９８５円／㎏＋

国内の生乳生産のうち、

生クリーム等向け１３０万

くバター・脱脂粉乳向けは

で、追加輸入としてバター

拡大

万㌧（６

タ ー 向 け １ ６ ０ 万 ㌧（
％）、チーズ向け
％）となっている。

％を超え

状況が報道され、消費者が

％）、 脱 脂 粉 乳・ バ

需給調整の役割を担ってい
（低関税や無税）や当機構

にユーザーに届くよう引渡

㌧（

る。生乳・乳製品需給のひ

月及び９月に輸入の判断を

⑸バターの国家貿易による

る減少となっている。

以降７月頃までに買受者に
引き渡されることとなって
日に行
われたバターのＳＢＳ入札

いる。なお、２月
でなく、洋菓子店等でも直

結果については、１，６８

㎏、冷凍）のみ

接利用できる形（１～５㎏、

争率は約５倍になった。需

３８３㌧の応札があり、競

０㌧の入札数量に対し、８，
た。
⑹平成

要者への平均売渡価格は

ス前倒し実施として、バタ

／㎏を２割近く上回る価格

需要者価格の１，２２２円

１，４６０円／㎏と、大口
副賞

ー２，８００㌧の輸入入札

年度のカレントアクセ

よるバターの入札結果

年度のカレントに

冷凍）の輸入を行う、とし

バター（

ユーザーが限られるバラ

・

年１月に「平

期限を設定する。特に、年

水産省は、
行う。ただし、輸入の有無

年度におけるバターの

月までにユーザー
に引き渡されるよう設定す

歳未満の方には同額の

③輸入対象とする形状の

る。

＊

図書カード

お菓子１年分 １
( ヶ月に１

も、海外

となった。なお、輸入価格
年６月下旬ご
ろに受賞者へ直接連絡した

発表
募集方法：①郵便はがき②

のちホームページで公開。

平
:成

回お菓子をお届けします

を実施した。現品は、４月

受
: 賞者全員に三重の

29

10

17

成

②輸入品の引渡期限の早

輸入品が、需要期に確実

期化

歳未満は保護者の

25

輸入の方針について

同方針の内容は、

年度は、１月、５

①輸入決定時期の明確化
平成

回全国菓子大博覧会

◎本件に関する問い合わせ
回全国菓子大博覧会・

ＦＡＸ③ホームページ募集

第

フォーム
選考方法

実
: 行委員会にて

ＰＲグループ

五十嵐

三重実行委員会事務局誘客
す。

電話０５９６―６３―５４
８９、 e-mail:y-igarashi@
kashihaku-mie.jp
万円 ３
(点

賞 最
: 優 秀 賞 賞: 金 ５ 万 円
１点 、優秀賞 賞
(
)
: 金１
)

審査会を設置して選考しま

)

末の需要期に向けては、遅

過半の３９６万㌧は飲用牛

12

くとも

向けは増加傾向にある。

20

や量は、その時点での需給

また、生乳の仕向けは、

10
12

を踏まえて判断する。

％）、

11

26

国家貿易による輸入の方

昨年のスーパーでの家庭
用バターの品薄や乳業メー
カーからの業務用ポンドバ
ターなどの出荷制限の強化
などの状況を踏まえ、農林

第 回全国菓子大博覧会・三重ホームページ開設

可能＊

18

応募を行うことができます。 同意が必要

愛称の募集要項の確認や、

及び同博覧会の愛称募集開始のお知らせ
回全国菓子大博覧会

◎第

・三重ホームページ

回全国菓子大博覧会

URL:http://www.kashihaku
-mie.jp
◎第

・三重愛称募集について
年５月
日

月
(）

27

第
・三重実行委員会は、５月
日よりホームページを公

開することとなりましたの
でお知らせいたします。今
後、迅速で幅広く情報を発

回全国菓

信することが可能となりま
す。あわせて第

子大博覧会・三重の愛称の
募集を開始します。公開い

募集期間 平
:成
～
日
) ６月
火
(

応募資格 ど
: なたでも応募

12

18

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

21

乳等に仕向けられ（

ば、昨年

脱脂粉乳・バターとチーズ

年度、生乳換算で

26

％を占め

26

％を占め、輸入乳製品

13

針」を公表した。

30

26

25

たしますホームページにて

15 27

上昇した。

とから、

にあるこ

上昇傾向

燥気候で

ンドの乾

ージーラ

況がニュ

の国際市

オランダ 718㌧
ドイツ 600㌧
ＮＺ 289㌧
他 73㌧
7. 原産国

27

27

27

【売買同時入札結果
（2/17
（火）
実施）
】
1. 入札数量
1,680㌧
2. 応札数量
8,383㌧
3. 落札数量
1,680㌧
4. 競争倍率
5.0 倍
5. 落札率
100％
6. 落札平均価格
⑴買入価格
702 円 /㎏
⑵売渡価格
1,413 円 /㎏
⑶売買差額
（⑵-⑴）
711 円 /㎏

27

48
27

27

27

27

27

27 年度カレントアクセス前
倒しうちバターの入札結果
（Ｓ
ＢＳ方式）
等について

27

10

27

17

53

26

35

65
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菓
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（３） 平成27年５月15日

雄介

定時総会を開催

京都府菓子工
業組合青年部

㈱関製菓本舗 関

新部長に

氏

周年記念事業に対

し、親組合や部員への感謝

された

の気持ちを表明。来賓には

京都府菓子工業組合青年

年度定時総会をハイアッ

部は４月９日（木）に平成

雄介

さん、こちらは和菓子屋さ

です。また、ふだらく本舗

どがよく売れるということ

界遺産社寺のひとつ二荒山

して本年も四月十二日に世

また、組合の恒例行事と

神社に於きまして献菓祭が

す。

一智

行われました。栃木県各地

饅頭のセットやあんみつな

部

孝大

んですが、醤油の炊き込み

の店舗より九十点余りの

献菓祭

今期の活動内容を振り返り

副部長：図司

ご飯を豆乳からできた味付

二荒山神社

ながら苦労話で盛り上がる

副部長：北川
嘉寛

ゆばで包んだ「ゆばむすび」

湯沢屋

すます幅広い活動を部員一

人や、来期への意気込みを

計：島田
謙吾

（敬称略）

致団結してがんばっていき

熱く熱弁で語る人など、大
会

正和

長：関

年度の事業

ます」と挨拶。次に新役員

変有意義な宴となった後、
務：白井

による、平成
計画案及び予算案の提案が

務：杜下
報：西井

品々を地元日光地区の三支

庶

広

を製造販売しており、これ

庶

恒例の京都の神輿会の手締
一樹

島田新会計の中締めの挨

告、全菓連青年部近畿ブロ

部が協力し合って展示、飾

拶、最後に京菓工組青年部

横山長尚代表理事、関常行

りつけを行い神前に奉納し

周年記念事業の収支報

トリージェンシー京都にて

が外国人の方に好評とのこ

太田浩一（㈱大文字飴本舗）

国内有数の観光地、日光

な行事やイベントを通して

を始めとして、半年間様々

ア系の方は日本のお菓子に

本業に触れますが、アジ

ています。

よりの多くの方々で賑わっ

ど か ら、 興 味 は あ っ て も

米系の方は食文化の違いな

されていきます。しかし欧

ついてあまり抵抗なく購入

寮も併設しており、抹茶と

のひとつ、湯沢屋さんは茶

せん。それでも町中の名店

中々購入までにはいたりま

了することを願っておりま

念すべき行事が滞りなく終

ょうか。そして本年度の記

ども大切なのではないでし

品の企画、売り方の演出な

で、上手なおもてなしや商

け商売の機会が増えますの

が訪れるという事はそれだ

とにかく、大勢のお客様

ところです。

傾向にあるのが気がかりな

か、近年奉納品の数が減少

厳しさが影響しているの

界を取り巻く環境の変化や

心から祈願しましたが、業

菓業の発展と仕事の安全を

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

めで散会した。

各氏の紹介のあと、議場か

賑わいをつくり、多くの観

•••••••••••••••••••

一致団結した姿勢

ら定年制の変更や、部の英
を訪れる観光客は千百万人

光客に来ていただくべく計

はありません。厳選した良

ネームだけで売れるもので

は観光土産品といっても、

う＂や＂袋菓子センベイ＂

その他＂カステラまんじゅ

「 煎 餅 類 は ５ 種 類 位 で、

はいかがですか？

すか？また、売れ筋価格帯

理事・石田繁寿

日光東照宮 式年大祭の年

観光地日光と外国からのお客様

に関する評価を頂

とも言われていますが、先

新役員は次のとおり

ックからの案内などがあっ

里映（ガトーモンブラン）、

た。

えし、横山理事長の総会で

藤 澤 聡（ ㈲ 藤 澤 永 正 堂 ）、

副委員長をお迎

副理事、今西正博青年部指

の挨拶で、青年部の菓子教

導委員会

で、今期の活動内容、内閣

室をはじめとする事業への

冒頭北川前部長が挨拶

府、京都市からの表彰につ

いた。
語名の検討の提案があった。

の大震災や風評被害、更に

その後、新入部員の小松

いての喜び、また先日開催

総会はまず議長
総会の後、懇親会に移り

建設して移転し、商品を充

い原材料を使用し、地元の

等製造しています。観光土

栃木県菓子工業組合常務

関副理事の来賓挨拶、今西

年度

に野崎雄大氏を選

実させていったとの事です。

特産品を使って味の良い商

産品としては、６００～８

います。

べき式年大祭を盛り上げて

画をしています。又、門前

平成３年に就任した２代

品になるよう心掛けて商品

００円位のものが１番売れ

チェンマイ』につ

社寺が平成の大修理中とい

目社長の勲氏にお聞きする

の違いを出しています。ま

ています。もう少し価格ア

青年部指導委員会副委員長

と…、

た、土佐のお土産に相応し

ップした商品が売れれば良

の事業報告、会計

を有限会社黒岩味好堂とし

○御社の今現在のご商売の

い商品開発に力を入れて

いのですが…。今は飽食の

参加した部員の中では、

■手作りを重ねて

七夕は七月七日の夕刻に

ピール

行うことから名づけられた

公に入って修行を積み、戦

内の菓子製造問屋へ丁稚奉

年に

鰹のたたきせんべいを焼く機械

こう だ

入れたそうです。翌

有限会社 黒岩味好堂

頑張る２代目社長

たけよし

初代黒岩武好氏は、昭和
歳の時に高知市
なるものを創ってみてはい

年頃、

かがでしょうか。

後昭和

年になって独立。

■爽で涼な、和の演出

いさお

年６月、今迄の個

年代から私が社

黒岩味好堂のお菓子

局長・森下広和

高知県菓子工業組合事務

でした。

う祈りながらあとにした事

今後ますますご繁盛するよ

だき、申し訳なく感じつつ、

る取材にも快く応じていた

だきました。２時間を過ぎ

しい時間の途中に応対いた

社長自ら仕事に励み、忙

出して頑張っています。

馬伝説」等のヒット商品を

やカステラまんじゅう「龍

「土佐鰹のたたきせんべい」

２代目が就任してから

時代、
商売も我慢ですね…。
」

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

ました。主力商品を土佐の

「昭和

状況はいかがですか？

日々努力を重ねています。」

の商店も記念の織旗を立て

高知県が力を入れて取り

観光土産菓子にして煎餅

長になった平成３年頃まで

○今、何種類製造していま

たり様々な演出で、記念す

組んでいる観光産業の中、

（玉子煎餅）の製造に力を

は、製造すれば売れた時代

うこともあり、ここの所や

県下の観光地に隣接した土

でした。しかし、今の時代

や低迷しているところです。

安全で親切で美しい国、

産物店や駅のキヨスク、ま

は高知市桟橋通りにあった

の乾杯の発声で宴となっ

日本が世界中から注目され

たホテル旅館の売店でよく

工場を高知市神田へ新しく

た。宴の途中、北川前部長

ているからだと思います

お見かけするお土産菓子の

報告、会計監査報

が、最近は日光に来られる

製造卸を営んでいる有限会

雨からあわや梅雨本番かと
思うほどの雨天が続きまし
たが、いよいよ夏は来ぬ、

昭和

50

知

高

城戸翔寉（きどしょうかく） 人商店から会社に改め、名

46

in

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

全力を尽くし、ま

告が行われ可決承

公の没後四百年の節目で、

外国人の観光客が驚く程増

社黒岩味好堂さんへ訪問

世界遺産として登録され

百年に一度の式年大祭の年

え、アジア、欧米など各国

し、お話を聞かせていただ

らが、タイにて行われた、

に当たります。

も、＂ な ら で は ＂ と ア ピ ー

きました。

認された。次に役

五月十八日からの例大祭

ルするお菓子があるわけで

ている日光の社寺、その中

しょう。歳時や故郷の香り

はありません。ここで、組

の日光東照宮は本年、神と

を菓子に託しつづけたこと

合や連合会のみなさんが共

「当時は、飴菓子や煎餅を

全国菓子工業組合連合会青

も素晴らしかったと思いま

に、「日本の七夕のお菓子」

製造し自転車に積んで売り

気持ちも高まる季節到来で

■伝承と伝統

す。

年部近畿ブロック『橘プロ

す。

涼しさを呼ぶお菓子のひ

歩 い た よ う で す。」 と、 今

員改選が行われ、

糖度計などもなかった

■もっと七夕のお菓子をア

と つ に、「 錦 玉 」 が あ り ま

現在の社長黒岩勲氏（２代

新役員７名が満場

い、少しでも日持ちさせた

頃、お菓子は、ねばりや舌

と言われています。織姫と

すが、色鮮やかで風鈴の音

目）が当時の苦労を笑いな

して祀られている徳川家康

いと工夫と研究を重ねてい

彦星の物語や伝統の笹飾り

が似合うお菓子に仕立てて

和菓子文化交流

くうち、今のお菓子が出来

が判断規準、温度、湿度、

も、新暦、旧暦とその土地

はいかがでしょうか。初夏

ジェクト

五月晴れです。窓の外の

て来たのではと思います。

食べていただくタイミング

によって時期のずれもあり

がら語ってくれました。

一致で可決承認さ

芝生公園には子供たちの声

小豆を砂糖で煮たり、充

を考えながらつくられたの

ますが、年々この行事その

を迎えるお菓子、目にも楽

会

が戻ってきました。つい先

分に火を通したりすること

昔ながらのお菓子が、時

だろうと思います。

ものが小さくなっていくよ

しい一品でありますように。

いて、映像を交えながら報

日まで花が舞っていたの

は、美味しさの追求以前に、

代を経てなお愛され続けて

七夕を代表するお菓子

うで心配にもなっています。

れた。関雄介新部

に、早いものです。菜種梅

身体の熱を下げたり、日持

いるのは、先人たちの見識

長が「引き続き菓

冷蔵庫が普及しはじめて

ちさせたりするための工夫

の良さと情熱のたまもので

告を行った。

半世紀ほど、保冷剤や脱酸

から始まったのかもしれま

15
24

45

その 240
5月

13

子教室等の活動に

素材も普及しはじめて四半

せん。

任し、平成

木
栃

世紀でしょうか。どうにか

定時総会

とです。

行われ、可決承認。その他、

27

行った。

15

15

都
京
26
してひんやり感を醸した

26
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あんこまつり＆お菓子まつり

することなく取り組んだ、

ってこんなふうに作られる

た。

う。言い尽くせぬほどの感

謝を胸に。

鹿児島県菓子工業組合事

務局長・惠島理子

９６０年基幹商品である

すぐに「ポリコーン」とい

る商品はとお尋ねすると、

次に貴社で今、売れてい

制を構築するために、その

信頼いただける品質保証体

し、お客様の希望に応え、

を活かした製法を貫き通

そんな苦しい時でも、素材

商品を生み出し、つくり続

「ポリコーン」の製造を始め

う力強い言葉で商品名が返

継続的改善と危機管理に努

ける坂金製菓様でも、最初

ました。その後、１９７４年

って来たので、早速その場

め、品質管理を妥協せず、

はあまり売れなかったとの

に坂金製菓株式会社として

で試食させていただきまし

日々懸命にお菓子をつくっ

が事業を拡大し、三代目社

法人化し、１９８９年名古

た。大変食べやすく、口の

てきたおかげとの事でし

長である葛島茂氏に引き継

屋本社事務所ビルを竣工、

中に入れた瞬間に自然なコ

た。その後、流通菓子とし

３４年、創業者の葛島金二

２００５年には新出荷倉庫

ーンの風味がひろがり、噛

て大手小売業様に販売され

田敦司、下田正幸の各氏。

雄、團寧彦、藤井智英、髙

粟森剛、浅井泰彦、中崎功

り上げました（講師は他に、

点となっています。開業以

の和菓子文化を発信する拠

あり、金沢駅は加賀百万石

前年同期比８割増の店舗も

人気が高まっており、売上

けています。特に和菓子の

す。首都圏という巨大マー

口増加が見込まれていま

ではなくビジネスの交流人

く増加し、今後は観光だけ

他地域との交流人口が大き

来、首都圏をはじめとした

線のルート」は江戸時代の

ちなみにこの「北陸新幹

ています。

ビジネスチャンスにもなっ

は、石川県にとって大きな

ケットへのアクセス向上

けた金沢―江戸の道のりが

しつつあります。開業１ヵ

郎氏が個人商店として駄菓

を竣工して事業を益々拡大

むと絶妙な食感が伝わり、

協 力 は 八 野 田 聡 氏 ）。 和 菓

北陸新幹線金沢開業
紅白饅頭で歓迎

子作り体験に挑戦した来場

祝！

者たちは、明るい講師の手

陸新幹線は今年３月

月間での金沢駅商業施設百

がれて今に至っております。 意外なお話がありました。

「加賀藩の参勤交代ルート」 し、２００７年ＩＳＯ９０

本当に癖になる味と風味と

るようになり、ようやくそ

０１号」が金沢駅に到着す

ほどきで和菓子の「北陸新

開業後初の連休となった

番街の客数は２００万人を

子の製造販売を開始し、１

０１を取得（ポリコーン製

の味と企画と品質が評価さ

ると、石川県菓子工業組合

幹線」や「桜」を作り上げ

駅商業施設１ヵ月 万人超来客
和菓子作り体験開催も

では髙木慎司副理事長、浦

開業し、東京―金沢（４５
０・５キロ）が最短２時間

ＮＨＫ連続テレビ小説

週末の２日間は、伝統の和

超え関係者からは「予想を

ったことでしょう。

私たちは、氏の深い慈愛

を重ねて、その身体に染み

の眼差しと、困難を吹き飛

ゃった金蔵氏は、生涯現役

ばすような弾ける笑顔を生

を込めた熱い視線を受けな

姿勢は、後に続く若いお菓

参加者が大いに楽しんでく

子屋さんにとって大きな手

な悪天候ではありました

さのみならず、菓子業界発

ボランティア精神に優れた

展のためには、どんな依頼

れました。
中学卒業とともに菓子屋

込んだ職人魂。技術力の高

二人は、自店の使い慣れた

歳の人生を閉じら

ガスボイラーではなく、用

涯忘れることはないでしょ

のまま

なかでも当組合自慢のベ

本であり、大いに刺激にな

がら、黙々と作り続けるお

テラン菓子職人である金蔵

にも「否」という言葉を発

ださいました。

舗販売や製餡組合の「ぜん

に弟子入りし、努力に努力

が、組合員を中心とした店

ざい配布」「餅つき」、菓青
意された電気ボイラーに

金蔵 巍 氏を偲んで
巍氏と比良田輝明氏による

だきました。

米からつくった「こめはぜ」

会 の「 練 り 切 り 実 演 」、 洋

去る２月８日、鹿児島県

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

（さかくわ）」だった事から、

少々手を焼きながらも、配

りを基礎とし、近年では独

布時間には確実に仕上げる

や麦からつくった「むぎス

「『 鹿 児 島 名 産 か る か ん 』

ナ ッ ク 」、 さ つ ま 芋 か ら つ

実演」コーナーは大人気を

その頭文字の「坂」を頂き、

くった「芋かりんと」等、

菓子協会の「チョコレート

創業者ご本人のお名前「金

作り」などなど盛り沢山の

自のコーティング技術を取

二 郎（ き ん じ ろ う ）」 か ら

様々な商品をつくられてお

当日は、冷たい雨がそぼ

り込んだ「次世代のポン菓

一文字「金」を取った事か

ります。

降り、吹きすさぶ強風に煽

子」を販売されております。

ら「 坂 金（ さ か き ん ）」 と

製餡協同組合様の主催する

今回の繁盛企業訪問で

なったとのお話でした。そ

「あんこまつり＆お菓子ま

は、代表取締役社長葛島茂

繁盛企業訪問

ご紹介させていただきます。

氏にお話をお伺いしました。

という職人技を余すところ

ポン菓子や芋かりんとう

博しました。

愛知の流通菓子を代表す

など、自然素材そのものの

イベントに、１５００名の

る企業であり、老舗メーカ

られ、体熱が奪われるよう

更に、合間には、餅つき

ーである名古屋市西区の

して、二代目の葛島孝夫氏

寒さに震えながらも、心

造ライン）しております。

食感でした。長く売れ続け

れるようになり、今では全

様

に慣れない若者に代わり、

創業はさかのぼる事１９

ンビぶりで会場を沸かせま

地よい疲労と達成感をいだ

した。

様を、寒さに震えながらも

きながら、無事にイベント

とほぼ同じルートで、先人

るその理由が分かる納得の

坂金製菓株式会社

坂金製菓株式会社

んですね。」「凄い職人技で

比良田氏が杵をつき、金蔵

特徴を活かしたお菓子づく

なく見せてくださるのでし

すね。」「生で見られるなん

「坂金製菓株式会社」様を

見学者からは「かるかん

て 感 激。」 と 感 嘆 の 声 が あ

氏が合いの手を入れる名コ

手 際 よ く 作 ら れ て は、

片時も離れず見物する方々

次々と蒸し器にかけられる

や、できたてほやほやの湯

は終了したのでした。

日、元気

重い病魔と闘っていらっし

そうに見せながらも、実は

も経たない３月

そして、それから２ヵ月

気のたつ「鹿児島名産かる
かん」ゲットを目指して
早々と行列を作る老若男女
の方々。
多くの方々の感動と期待

たちが片道２週間ほどをか

お話の中で屋号である坂

一品です。

石川県民の念願だった北

田東一専務理事、諸江隆常

北陸新幹線開業の素敵な思

「まれ」の舞台である能登

菓子作り体験に触れていた

はるかに上回る」と驚きの

ロ車内で放映されていた北

と江戸といえば、東京メト

いかもしれませんね。金沢

と聞いても信じてもらえな

郎氏が、お菓子の修業に行

ろ、創業者である葛島金二

の由来をお尋ねしたとこ

か き ん ）」 の 名 称 と 読 み 方

をつくられているとのこだ

然な素材を活かしたお菓子

坂金製菓様では特に、自

ちが込められたコメントま

菓子関係者への感謝の気持

で成長出来ましたと、流通

国レベルで売れる商品にま

四代目のご子息である葛島

最後に付け加えとして、

で頂きました。

わりのお話をお聞きし、お

前田利家殿

江

したのでご紹介します。

「拝啓

徳川家康からの書簡

幹也（みきや）氏（昭和

年６月生まれ）がその夢を

父子の決意が込められた

引き継がれるとの事。

おもい言葉で引き締まった

四百年

こんな天下

戸にいるわしの目を盗ん
で、こっそり

前から進めておったとは…

流通菓子の繁盛企業訪問で

無双の國づくりを

家康」

れたわい

石川県菓子工業組合事業
企画委員会・深沢大

藤寿康

愛知県菓子工業組合・伊

した。

たぬきのわしが一杯喰わさ

自然素材を活かしたお菓子

った先の店の屋号が「坂鍬

28

陸新幹線ＰＲ動画が秀逸で

分で江戸に到着」 金製菓株式会社の「坂金（さ

日に

務理事、谷口義則理事が、

「ようこそ金沢へ」と、こ

は、真鍋精志ＪＲ西日本社

だこうと石川県菓子工業組

声が聞かれ、観光客だけで

「２時間

分で結ばれる「新北陸時代」

の歴史的な一番列車から降

も全国から注目を集め、新

長が挨拶、太田昭宏国土交

合の中村辰男理事らが講師

はなく地元の客足も伸び続

和菓子作り体験

い出としました。

分に東京駅から一番列車が

りた皆様に紅白饅頭を配布

通相、谷本正憲石川県知事

となり、おもてなしの心と

加賀友禅大使

加賀友禅大使と協力して

出発し、石川県内は歓迎ム

幹線効果は県内各地に波及

らが祝辞を述べられまし

楽しいトークで金沢駅を盛

た。午前８時

分に東京か

金沢駅での開業式典で

いたしました。

200

ード一色に染まりました。

時１分に金沢駅、同６時

28
16

このような数々のヒット

がりました。

つり」の協賛をさせていた

かるかん実演コーナー

83
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知

の幕が開けました。午前６

14

らの一番列車「かがやき５

46

61

31

愛
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北陸新幹線飯山駅開業を機に︑
協力

願いを
込 め

ナナボート﹂を販売︑コー

いる﹁いいやまスイーツバ

れて︑特産品化を目指して

集したり︑コーヒーや紅茶︑

とくつろぎながら情報を収

自由に利用でき︑ゆっくり

な雰囲気の店内は︑誰でも

り提供しています︒

が飯山駅限定スイーツを作

組合加盟の和洋菓子パン店

いということで︑飯山菓子

ツバナナボートはじめ飯山

組合では今後も飯山スイー

どに大変喜ばれています︒

山駅を訪れる方︑通勤客な

分で結ばれ︑スキ

ーをはじめとする観光に︑

ヒーも飲める︑バナナボー

１時間

さらなる期待が集まってい
ます︒

のお菓子を全国に発信して

地酒や軽食のサービスもあ

開業当初は大変な混雑

日︑長野県の最北

いこうと組合長はじめ盛り

トカフェを出店し︑大勢の

３月

上がっています︒

ります︒

で︑お菓子もたくさん提供

また飯山駅２階に飯山観

お客様でにぎわいました︒

できました︒その後落ち着

端に位置する飯山市では︑
そのパノラマテラスの目

市を上げて北陸新幹線の飯

いては来ましたが︑お客様

分︑飯山から金沢までは
玉として︑飯山のおいしい

の評判も良く︑毎日

東京から飯山までは１時間

生した飯山駅︒これにより

飯山菓子組合も発展の

今まで長野止まりだった
新幹線が︑金沢まで開通し︑
長野県唯一の新駅として誕
光局が運営する交流ホール
お菓子を多くの方に知って
もらい︑味わってもらいた

ほどのスイーツが並び︑飯

・平野信一

飯水菓子工業組合相談役

山駅開業を祝
﹃パノラマテラス﹄もオー

セン
県食品研究 タ
と共催で
ー
﹁菓子研修会﹂を開催

とつであり︑県食品研究セ

は︑当組合の重点事業のひ

るが︑味は正直違いがわか

初めてで︑色の違いはわか

﹁乾燥豆を冷凍する方法は

﹃ 米 と 大 豆 を ⁝﹄ は︑ 新

ンター高橋誠先生の講義

潟県産の米と大豆を用い

らない﹂などと感想を述べ

いた︒

て︑食味の良い新潟オリジ

に︑二十二名の参加者はメ

﹃ 小 豆 の 冷 凍 に ⁝﹄ は︑

開発に
向けて

大豆を用いた菓子の開発に

小豆を製餡する際には長時

菓子の

ついて﹄をテーマに︑同セ

オリジ
ナ ル

新潟県菓子工業組合で

ンターで﹁菓子研修会﹂を

〜製餡方法や新潟

〜



プンしました︒カジュアル

店舗

う各種イベン
トが駅を中心
に開かれ︑多
くの市民︑観
光客がおとず
れました︒
飯山菓子組

は︑三月五日︑新潟県農業

ていた︒

組合長︶では︑

総合研究所食品研究センタ

モを取り熱心に聞き入って

駅前広場で行

合︵宮澤敏明

われた特産品

ナル菓子の製造を試みたも

全卵︑粉乳等で﹁ごま﹂﹁オ

間かけて加熱することが必

レンジ﹂﹁野菜﹂﹁チョコ﹂

開催した︒

効ではないかとの観点か

味の４種類を同センターが

ー と 共 催 し︑﹃ 小 豆 の 冷 凍

ら︑様々な条件のもとで試

コーナーに出

験をした結果が発表された︒

講義終了後︑会場を実験

のである︒材料は︑米粉︑

ることなく途絶えてしまい

その後︑冷凍なしで煮た

工場に移して製造実習を間

大豆粉︑還元水飴︑乳化剤︑

ました︒戦後︑二代目神山

餡と冷凍処理後に煮た餡の

近に見学し︑試食をした︒

要であるが︑製造コストの

熱ものと水もの︑仕上工程

正輔が菓子業を継ぎました

二通りを試食したが︑参加

参加者からは﹁これからの

低減に煮熟時間の短縮が有

と包装工程を分離し︑さら

が﹁黒糖皮饅頭﹂の製造方

者は﹁大量に自家製餡をし

時代に合って︑興味深く面

製菓技術の向上や商品開

に︑自然換気にも気を使い︑

法は伝授されず︑造ること

ているので︑コスト削減を

発を目的とした同研修会

神山家は︑代々造り酒屋

天井を高くして工房内の空

なく世を去りました︒その

図る上で大変参考になっ

による煮熟時間と餡品質の

を営み︑三春藩に功績が認

気が自然と外に流れるよう

ため︑生前︑正輔が話して

変化について﹄及び﹃米と

められ︑文化二年には︑苗

にしました︒店舗内の改装

いた格調高い香りのする

白 い ﹂﹁ 個 人 で は 限 界 が あ

店︑この地域

字帯刀御免︑城内竈頭職︑

は息子夫婦に全てまかせた

た︒新豆でなく︑古い豆で

るが︑組合でキャンペーン

で市民に愛さ

十五石の禄高や商いの御用

ので︑若い感覚で仕上がり︑

﹁黒糖皮饅頭﹂を復刻する

も同様の効果があるのか﹂

飯山駅限定スイーツ

垂れ地蔵桜﹂や﹁不動桜﹂

達を授かり︑城内出入りを

ため︑妻ユミの僅かな口伝

パノラマテラス

があり︑その咲き誇った姿

許されておりました︒明治

全体的に老舗の雰囲気を醸

えの記憶を基に︑材料の配



当店﹁かど屋︵神山菓子

を見ると︑威風堂々とし貫

し出し︑お客様には入りや

店でありたいとの息子夫婦

ようやくまとめ上げ︑約八

合や製法を何年もかかって

かど屋 ︵神山菓子店︶

けたことで﹁門屋﹂と称し︑

の思いが実現した店舗に仕

十年ぶりに幻の黒糖風味の

れております︒

店 ︶﹂ は︑ 福 島 県 郡 山 市 の

禄を感じさせます︒

三十一年からは菓子司を開

すく︑少々高級感あふれる

復刻
して

東部地区に位置し︑春にな

業し︑店舗が由緒ある薬師

幻の﹁黒糖皮饅頭﹂を

れば枝垂れ桜の名所として
﹁かど屋﹂の屋号の由来

堂や大元帥神社の入口に設

伝わる瑠璃姫

﹁笑門来福﹂の言葉を大切

上がったと思います︒

事長・神山修一

合子

合専務理事・蒲沢百

新潟県菓子工業組

ります︒

の誕生に期待がかか

潟オリジナル菓子﹂

などを使用した﹁新

う︑県産米粉や大豆

地産地消に一役買

の様子でした︒今後︑

加者一同︑興味津々

新分野での講習に参

などの声があがり︑

をやったらどうか﹂

試作した︒

全国に知られた所でもあり

平安時代から

伝説の薬師堂

にして菓子業を営み︑今日

饅頭が復刻し︑商品名を﹁和
に至っております︒

次に︑当店自慢のお菓子

や戦国時代の

すけ饅頭﹂と名付けて製造

三春の武将田

をご紹介します︒初代神山

ます︒

現在の店舗の場所は︑大

その独特の美味しさや技

村義顕の家

判を呼んだ﹁黒糖皮饅頭﹂

術を代々伝授し︑守り続け

・販売しており︑お客様か

は︑昭和初期まで造られて

らもご好評をいただいてい
昭和五十一年には︑店舗

いましたが︑その頃から世

ていきたいと思います︒

今朝蔵が︑試行錯誤の末︑

と工場を新築しましたが︑

界情勢が変わり︑材料の入

明治三十一年に考案して評
が︑息災延命︑

製造機械等の導入で工房が

手が困難となると同時に︑

正六年に街道の開通に伴い

子孫繁栄を願

手狭となり︑作業効率を改

製法が難しいこの饅頭は造

移転したとのことです︒

い︑坂上田村

善するため︑平成二十六年

臣︑高倉城主

麻呂を祀った

に改築をしました︒まず︑

今泉山城守

田村大元帥明

福島県菓子工業組合副理
王社が建てら

菓子研修会

を申しますと︑この地には
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第914号

葡萄菓子﹁月の雫﹂
は
江戸時代から大人気

梨

源

る菓子商である升屋の経営

れています︒甲府を代表す

ことが様々な古文書に記さ

︵久保倉より市川喜左衛門

収蔵する︑江戸時代の手紙

た事は︑山梨県立図書館が

国にも知られ評価が高かっ

精度の高い温度計でおおよ

てしまいます︒現在では︑

粘りが出て甘さが強くなっ

り︑逆に詰めが足りないと

山梨ならではの菓子の一

であることが月の雫の魅力

を使った秋限定の季節商品

ます︒新鮮で美味しい葡萄

に相当し︑売れ筋商品であ

〜二千万円︵金子二百両︶

年間売上高が現在の千二百

木実の雪

氏榧

しぶりに美味しく頂戴いた

る月の雫を送って頂き︑久

ると﹁甲斐国の名産品であ

代語訳でその一部を紹介す

簡︶からも窺えます︒

現

宛残金差送り安否伺い書

時の職人は勘で作っていた

作る事は難しいのです︒当

いと︑なめらかな摺り密を

寧に落としながら煮詰めな

それでも鍋の淵の砂糖を丁

そ合せることができるが︑

資料によれば﹁月の雫

つとして甲州葡萄粒のまわ

です︒参考資料︵甲府買物

ったことが分かります︒甲

沢辺かん

りを摺蜜︵フォンダン︶で

独案内︶によるとその起源

源氏胡桃

固めた﹁月の雫﹂がありま

は２００年前と案外に古

厳栗﹂これらの

す︒口に含むと生葡萄の酸

す︒ともあれ︑江戸時代の

味に蜜の甘味が融け合って

和菓子が現在も変わらず皆

のですから妙技でありま

ご ざ い ま す︒﹂ と あ り︑ 当

様に愛されている裏側に

しました︒誠にありがとう

時から他国の人々にも甲州

は︑おいしい

斐の国内にとどまらず︑他

を代表する名物として月の

作り続けた歴史がありま

の口どけです︒口の中に入

です︒この商品の肝は摺蜜

作るのはなかなか難しいの

ない菓子ですが︑美味しく

てシンプルな材料しか使わ

砂糖と甲州葡萄粒と至っ

ければならないと思うので

様に大切にこの味を守らな

築いた歴史を傷を付けない

れを発信してくれた先人の

自の味を開発し︑全国にそ

った甲州葡萄を利用して独

す︒私たちは︑特産品であ

｣を

雫が知られていたことが読

れてサッと溶ける塩梅に砂

川敏彦

山梨県菓子工業組合・浅

す︒

汁と絡まずに砂糖が口に残

す︒詰めすぎれば葡萄の果

糖を煮詰める必要がありま

月｢の雫

み解けます︒

く︑江戸時代から存在した

甲州買物独案内 安政元年（1854 年）
升屋において「月の雫」が販売されていた
ことが紹介されています。

天保年間から続く伝統の味

ります︒かつて御影堂前と

面に位置する神楽通りにあ

ばれている神宮の大鳥居正

さん﹂と親しみをこめて呼

敦 賀 市 ︶︑ 地 元 で は﹁ け い

総鎮守の氣比神宮︵福井県

天清酒万寿店は︑北陸道

た地元を離れて市外︑県外

の酒万寿〟と親しまれ︑ま

皆様には〝天清︵てんせ︶

大切に守っており︑地元の

せる古くから伝わる製法を

込みの酒種を使って発酵さ

きた酒まんじゅうは自家仕

絶やすことなく作り続けて

までに七代を数え︑その間︑

酒万寿︵上︶・皮ようかん︵下︶

言われたこの地を古くから

へ住まいを移された方々に

天清酒万寿店

住まいとし︑貸本業を営ん

神楽
通り

でいたところ︑天保初年頃

も懐かしく記憶していただ

氣比神宮

の当主が酒まんじゅうの製

せ︑天然の竹

砂糖を練り合

換まつりの時期にあわせて

から開催される金崎宮・花

す︒氣比神宮

ただいていま

に楽しんでい

味を多くの方

感と素朴な風

羊羹独特の食

香りと︑蒸し

で︑竹の皮の

今後︑出店の回数を重ね工

ゅうの販売を始めました︒

を加えた数種類の酒まんじ

や小さいサイズで味にも手

舗では販売していない︑や

明の朝市﹄に出店し︑実店

で月一回開かれている﹃晴

ゆかりの地でもある相生町

場発祥の地︑また安倍晴明

取り組みとして︑敦賀の市

今年︑４月からは新しい

作っています︒

例大祭は宵宮

し上げたもの

祭︑神幸祭︑

夫を凝らして︑敦賀の新し

支部理事・西島淳

福井県菓子工業組合敦賀

きたいと思います︒

例大祭︑後祭︑

る氣比の長祭として有名

い銘菓となるよう育ててい

で︑昔はその期間だけの販

日の月次祭を以って終わ

売でしたが︑昨今では祭り

祭といえば︑天清の皮よう

しを地元の皆様に待たれて

から年末までと︑４月１日

かん〟と毎年︑その売り出

いる名物があります︒この

いている︑敦賀の伝統銘菓

また︑氣比神宮例大祭が

羊羹は︑こし餡に小麦粉と

です︒

９月２日の宵宮祭から始ま

法を伝授され︑貸本業のか

15
る 頃 に な る と︑〝 氣 比 さ ん

たわら酒まんじゅう屋を開
業したという言い伝えがあ

天保年間の創業より現在

ります︒

皮に包んで蒸



月の雫

独特の味が口の中に広がり
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プ ロ の販 売 員 を目 指 す ！
勝敏 氏

聞き上手になることも大

しないで大事に扱う。

来ないから、見た目で判断

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

切だ。１人のお母さんに「家
族はみんな元気でやってい
るの」と聞くことがある。

と思われている。それでお

て、聞くだけで、話が上手

私は全然しゃべっていなく

当に話が上手だ」となる。

そうすると「安藤さんは本

はおいしいですよ、これも

い う 話 し 方 で あ る。「 こ れ

たらおいしく見える。そう

においしいから！」と言っ

はこれおいしいです！絶対

また、お得意さんで、その

士なら「奥さん」でいい。

う ご ざ い ま す 」。 奥 さ ん 同

「奥さん、いつもありがと

い。いつも来て買う人なら

を知っていたのか」と言わ

名 前 を 呼 ぶ。「 お れ の 名 前

思い出す。その時に初めて

を書いてくれた時に、見て

わない。何だかんだと住所

れど、覚えていない時は言

とんど名前を覚えているけ

れたら「知っていますよ。

時に１人だったら「これ今

あまり大きい声で名前を言

度出たからおいしいのよ、
食べてみて」と１個あげる

ったら、周りの人が聞いて

おいしいですよ」では「本

と、これが効果になる。お

いるから言わなかった」な

当 か な 」 と 思 わ れ る。「 お

お客様を掴むのは心だか
」と話すと

客様は私が一番と思ってい

ど、ちょっとウソは言う。

いしいですよ

る。売る方はたくさんの人

お客様は自分が一番と思っ

客様は安心して帰る。

ら「いらっしゃいませ、い

を知っているけれど、その

お客様は買う気になるだろ

お客様は「私だけを知って

い。私は嫌なことがあって

つもにこにこなんかできな

ずっと販売していたら、い

つもにこにこする。でも、

明るくなければだめだ。い

どんな時でも明るい人。

で判断しない。服や靴が汚

初めて来たお客様を見た目

ことはとても大切だ。また、

つ。お得意様を好きになる

お客様に対して好意を持

にやっていい？」という。

いた場合は「ごめんね、先

様に集中する。お得意様が

ない。私は初めて来たお客

人には話しづらいから話さ

中してしまう。初めて来た

つも来ている人に話して集

ない。普通の販売員は、い

また、差別した接客はし

くれる。

と気持ちがいいから買って

何でもきちっと話す。する

なんだろう。冷やかしでは

るから、いっぱしのお客様

とは、何かを買いに来てい

ない。お客様が店に来るこ

り、買い物に来るかもしれ

くても、お金はたくさんあ

れない。外見はどうでもよ

凄く金を持っているかもし

小汚いお客だと思っても、

かったり、頭はぼうぼうで

上げになるけれど、テレビ

れてしまう。一見客も売り

も来なくなったら、店は潰

くなる。お得意様だった人

日が限度で、すぱっといな

本人は飽きやすい。３、４

知らん顔をしているが、日

たくさんお客様がいるから

からな」と言う。店の人は

われたら私は「もう来ない

など言う店がある。そう言

か「きょうはもう帰ってよ」

「ちょっと端によけて」と

て、ほかのお客様が来たら

うと、ずっと話を続ける。

たね、気をつけてね」と言

も あ る。「 そ れ は 大 変 だ っ

そこから話が長くなること

必ず聞く。「いや実はね」と、

お父さんどうしたの？」と

かったりしたら「きょうは

けれども、お父さんが来な

時は、みんな元気だと思う。

２人で一緒に買い物に来た

る。部下１６０人の中で

構過激な言葉で売ってい

苦情にならない。でも、結

いるから怒ってもそんなに

を怒る。でも、年がいって

試食販売をする時はお客様

私はあまり怒らないが、

ののしりあってはいけない。

言うこと。ただ、お互いに

た、何でも心に溜めないで

はしなければいけない。ま

やるには、我慢するところ

したら大変だ。プロとして

しなければならない。離婚

当に仲が悪くなったら離婚

辞めればいいが、夫婦は本

そうでございますか」とい

ける。私は「お元気ですか、

どう元気？」とか言ってか

「そろそろ年末ですけれど、

ってない。電話はしていた。

が、自分個人のお客様は送

は会社が送れと言えば送る

ている。ダイレクトメール

住所と電話番号をお聞きし

お客様の確保の時には、

ろをちょっとできる人だ。

の痛いところ、かゆいとこ

きはきした態度や、その人

もらえる態度で接する。は

お客様には１度で覚えて

けができる。

なってもいくらでも言いわ

したら注意をする。苦情に

怒るのは、非常識なことを

う売り方がある。お客様に

すよ」と言われた。そうい

ていたら苦情にならないで

「いやいや部長のまねをし

苦情になるぞ」と言ったら

他人行儀と思うかもしれな

と言っていると、お客様は

ますか、かしこまりました」

使 わ な い。「 そ う で ご ざ い

準語や優しい言葉はあまり

ど、そういう話をする。標

に１年たてば年とるわ」な

元気でよかったわ、お互い

んなれてきたら「そうか、

けれど、お得意様がだんだ

こい」と電話する。社長は

「おい、商品を

つだったら絶対に売れる」

社長はその気になり「こい

人はいないから」と言うと、

の安藤といったら知らない

りますが、日本ハムのＤＳ

ます。社長、私は日本で一

す。よろしくお願いいたし

ですよ、私は安藤と申しま

初めてだろう？」、「初めて

た

万 」 と 言 う。「 あ ん た

たぞ」と言えば私が「たっ

は〇〇ハムが来て

万持って

と思う。それでセールスに

万売っ

といわれた。店主は「先週

の人がここに来て売った」

人はそんなものだ。私はほ

大事にされている」と思う。

よりもおれはここの店から

ろう。名前を呼ばれると「人

来ていないのに」と思うだ

知っているんだ。そんなに

と言われると「おれの名前

「何々さんいらっしゃい」

る。皆さんが飲み屋に行き

名前で呼ぶのも喜ばれ

にし、大体５時半に帰れる

電話して、売り切れる寸前

５万くらい持ってきて」と

るのでセールスには「あと

と、売れなかったと思われ

たくさん持ってきて残る

の？」と言われる。追加は

い う と「 え っ 売 り 切 れ た

ないと売り切れますよ」と

万 売 っ て、「 社 長、 追 加 し

る。それで昼飯も食べない

てもらう。すると安心され

聞き「はいします」と答え

ったら返品するだろう」と

には「なあこれは売れなか

い い で し ょ う 」、 セ ー ル ス

上げだけ、上がるんだから

い。あんたのところは売り

れない分だけ返品すればい

ら、嬉しいはずだ。

で思っていることを言った

ざわざ来たんだ」と心の中

う。お客様が「雨の中をわ

考えてくれているな」と思

ると「私のことをちょっと

の中、寒い中、暑い中をす

また、今日は雨の中、雪

いうところは気をつける。

つ渡したら、食べるために

爪楊枝に刺して１人１つず

ャウエッセンを５等分して

れてしまうくらい来た。シ

最初に試食したら、台が壊

いる。香港、中国は凄い。

香港一の金持ちが経営して

っていた。百貨店があり、

２回、日本ハムの販売に行

また、私は香港に１年に

と１万円くれて、それが嬉

飯でも食べていってくれ」

藤さんご苦労様、これでご

すと喜ばれる。帰る時「安

を入れて「はいこれ」と渡

ります」と段ボールに現金

長、売り切ったからもう帰

るけれど、５時半頃に「社

たらあと１時間くらい売れ

ようにする。売ろうと思っ

思う。

果が上がるのではないかと

にしていただくと少しは成

の中の１つでいいから確実

が、聞くだけではなく、こ

長々と色々な話をした

８０円を

９８０円で売る。裕福な人

３９８円で買える。それを

束パックは、日本なら大体

また、シャウエッセン２個

待つ。それだけ性格が違う。

センの試食をずっと並んで

れないだろう。シャウエッ

何回も並んでいる。考えら

りないと思います」。

の日本の中では多分、あま

けおいしいウインナーは今

汁がじゅっと出て、これだ

また味がいいんですよ。肉

ったのは、私らが開発した

しょう。ゆでて食べるとい

インナーは焼いて食べるで

だからやわらかい。他のウ

腸を使いました。子羊の腸

は一切やっていません。羊

でんぷんや小麦粉の添加物

安 藤 「 オ ー ル ポ ー ク で、

お客様の確保

う。

うような言葉は使わない。

ている人が多いから、そう

かがですか」ではだめだ。

最初は使って「いつもあり

いる」になっている。

「はい！お客さん、きょう

がとうございます」と言う

もにこにこしていたけれ

本当のお得意様にはべちゃ

などに影響されてくる人は

人くらい凄い人たちがい

私は日本ハムの安藤と一発

「そんなに売れないよ」と

お父さんお母さん、子ども

ど、トイレに行っていつも

べちゃしなくて、初めての

続かないから、お得意様を

た。プレジデントという雑

で覚えてもらう。スーパー

言うが「売れなかったら売

販売のプロにな
るため条件

独 り 言 を 言 っ て い た。「 何

人にする。結構、お得意先

大事にする。

誌に載った人もいる。私の

や肉屋に販売に行く時、初

初 に 言 っ て し ま う。「 業 者

番売る男なんですよ」と最

に売れる。２時頃までに

しで、試食もしてたらすぐ

で真剣に売る。しゃべり通

前が一発で売れる。

しくて頑張った。それで名

売れた。

いので、１日で

シャウエッセンのセ

ールストークをして欲しい。

質問

質疑応答より

さんに聞いてもらえばわか

ｍは並んでいた。１日中

ある。

と買う。そういう売り方で

りないと思います」と言う

あ る か も し れ な い。「 あ ま

絶対ないとは言わない。

音がするでしょう。これが

んです。このシャウエッセ

でにこにこしなければいけ

になってくれる。テレビで

皆さんと奥さんは経営者

部下は宣伝販売に載った。

めて行くと「前に〇〇ハム

ンはゆでて食べたらうまい

な い ん だ 」「 本 当 に き ょ う

放映されて有名になると、

だろう。ご主人が作って奥

私のまねを結構しており

個くらい買って

は疲れるわ」と。それです

信じられないくらいお客様

さんが販売をする。だから、

「おまえそこまで言ったら

が来たらシャウエッセン９

っきりしたら「いらっしゃ

が来る。すると、店の店主

仲よくやらなければいけな

んです。食べたらぱりっと

いませ、いつもありがとう

は得意先をないがしろにす

い。従業員は嫌になったら

万くらい

ございます」とにこにこす

ることがある。例えば飲み

個人的な顧客の
作り方

る。

屋でお得意様が飲んでい

お客様とのコミ
ュニケーション
のあり方

!!

その③

はっきりした言葉使いも

先月号より続く。

す！」をテーマに講演を行いました。

社安藤企画）を講師に迎え「プロの販売員を目指
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大切だ。はっきりと話す。
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第914号

先月号より続く︒

購入されていないお客様の
購買動機である︒上位のお

上位を守るシナリオが作ら
れている︒来店頻度アップ

その③
会社なんだ﹂と思う︒また︑
結構お金を使っていただい

かまえておく︒
燕三条市の○○店で﹁

んだ﹂という印象もできる︒

それでＡ賞菓子パン︑Ｂ賞

当てると︑必ず手を上げる︒

は金額の割引だった︒こう

のは一番反応が良かったの

たて考えた︒よく言われる

食パン半斤にし︑ＡとＢで

来ていないお客様に当てて

お客様のセグメントを分け

わってくれている気持ちに

も︑当たったと言わない︒

人当たりました﹂と当選発

おかしいので﹁お客様にリ

様の一覧表を出して︑昨年

皆さんの店で上位のお客

なる︒従って︑お客様には︑

表した︒ここで︑上位だけ

サーチをさせていただいて

販促だけでなく︑フォロー

ている方は︑割とコミュニ

けた︒それも福岡の老舗で︑

おります﹂と電話する︒そ

いうことは︑自分で実験し

ケーションを望む︒何か関

っているのが電話フォロー

円売っている︒ショーケー

２千円もする︒上位のお客

当たったというのも演出で

・離反防止・イベント企画︒

である︒ここで﹁最近︑来

台並べ

様が自分の店で１年間にど
何位だったかを見てほし

社の上位のお客様は︑明太

いとならない︒化粧品の会

にはサプライズしておかな

う︒だから︑上位のお客様

か？﹁この店に絶対に行く︑

り す が り か？ 思 い 出 し た

しくはチラシを見たか？通

お客様は通りすがりか︑も

か﹂と考えてみる︒新規の

﹁なぜ新規来店が来るの

ワクワクすることをしてい

ために何かおもしろいこと

たせないとならない︒その

けない︒購買動機を沸き立

中で買ってもらわないとい

っかく入ってきたら︑店の

ただけだ︒そのお客様がせ

たまたまあなたの店に行っ

ないからその周辺に行き︑

とりあえず行かないといけ

を打つことを考える︒

今後大事になるだろうと思

私が通販をしていた時︑

ていませんね﹂と言うのは

ている︒ここで上位３割の

れで意見を聞かせていただ

てみないと分からない

客様に値引き券を渡す必要

上位のお客様に辛子明太子

お客様が︑何時に購入して
れくらい使っているのかを
位の３︑４割

子を差し上げたら逃げなか

この商品を買いに行く﹂と

なぜ新規来店が
来るのか

﹁ここは本当に当たってる

はない︒

三重に松阪牛の○○とい

を送ったら︑喜んでいただ

上位のお客様を
調べる

億

いるのか見たら︑何と朝で
い︒上位の

たか﹂や﹁スタッフの行動

った︒たぶんそれだけでな

いう方は

たい︒そして︑クーポンな

はいなくなっているだろ

に気づいた点はありません

いないでしょうが⁝︒やは

それ以外は色々な理由で︑

どをしてみるとよい︒絶対

％くらいだが︑

く︒１回しか来ないお客様

間以内に電話フォローをす

か﹂と電話をする︒ここで

り︑重要なお客様を大事に

めには︑お客様の心を解読

秋田県で３店舗やってい

％のお客

る小さな肉屋がある︒上位
％のお客様︑

電話フォロー

あるお茶屋さんでは︑１回

る︒その時に﹁お買い上げ

営業の電話はしてはいけな

する︒店のファンだからつ

する︒商売は難しくなって

プしなければいけない︒額

ありがとうございました︑

い︒フォローの電話をする

知っているのに︑来ていな

こっきりが３・５％しかな

購入していただいてありが

だけでお客様は﹁何ていい

いのは何か理由がある︒そ

い︒１回購入した後︑１週

アメリカにドロシーレー

とうございました︑商品に

方で︑来なくなった方がい

が１︑２千円ではないので︑

ンという有名なスーパー

何か問題はありませんでし

た︒来なくなってから半年

値引きでつるのではない︒

様︑最下位のお客様を調べ

は︑上位の３割の年間離反

けで１︐４００万になった

置いた︒

た︒この結果︑値引きは最

者が無い︒なぜかというと

店もあった︒上位で調べる

酒屋でやった実験があ

がある︒すると購買金額は

食べてと買って行くケース

習い事の先生などが生徒に

かった︒また︑ケーキ屋は

キ屋でも結構︑金額が大き

０円使っているので︑ケー

る？﹂などだ︒博多にいつ

う新しいのが出たから食べ

ば い け な い︒﹁ 今 日 こ う い

られるお客様に甘えなけれ

たら逃げていく︒また︑頼

﹁買って︑買って﹂と言っ

い︒ただ︑好かれたいから

客様に好かれないといけな

お客様しかない︒自分の都

えを教えてくれる︒答えは

見ておく︒お客様は必ず答

れないようにお客様の顔を

ルスマーケティングだ︒ば

いようにしてするのがステ

っている︒それも︑ばれな

なければならない時代にな

べる仕組みを︑ここは上位

しい︒顧客を大事に共に喜

システムを方法を考えてほ

トカードではないポイント

一度したい︒普通のポイン

は１度止めたのですがもう

談があり︑ポイントカード

る北陸のお店です︒私に相

に伝えたいお店がある︒あ

るのかだ︒

下位のお客様に効果があっ

もおとなしい人がいるが︑

に結果は出る︒また︑最後

％しかいない︒

た︒従って︑値引きは余り

それを見てどう思うか︒

きている︒相手の心を読ま

お客様は後ろか
ら見ている

る︒区役所のホームページ

大きくなるので︑そういう

合で店をしても仕方ない︒

のお客様は雪が降ったら雪

えば︑いい思いをさせるし
かない︒買ってもらい﹁あ
りがとう︒りんごを入れて

タを取っている︒上位

人

うなるのかと思うとぎょっ
とする︒

万５︐００

を見たら︑何丁目に何世帯

も行く居酒屋がある︒そこ

お客様の声である︒だから︑

かきをしてくれるそうで

人︑

の中３位の方が︑前年何も

いるかがわかる︒すると自

で御飯を食べようとした

人の商品化ということだ︒

人いなくなるだけで︑ど

買ってなくて︑いきなり上

人を囲わなければいけな

ら︑生きた魚を持ってきて

から︑自分のお客様が

おくわ﹂など何かしたら﹁よ

位３位に入った︒たくさん

％に入って

い︒一般家庭は︑そんなに

﹁これを今切ったらおいし

再来店はなぜ起こるの

かった﹂となる︒以前︑名

分の店の上位

たくさん買わない︒こんな

か︒なぜ店に来るのかとい

古屋で産直所に買い物に行
購入する方は浮気をしま

いる人が︑ここに何人いる

お客様は︑意外と間が開く

離反しているお
客様を上位から
並べると⁝

った︒前のお客様が千円く

す︒だから︑よく注意をし

のか︒これで自分の店はど

○○本屋ではお店のデー

らい買ったら﹁いつも来て

のエリアが強いかが分か

す︒私はこう考えます︒店

ておかなければならない︒

の大事なお客様はロイヤル

連には甘えないといけな

と思っている︒だから︑常

と分かっており︑絶対買う

レットでＰＯＳレジを使え

数万くらいでできる︒タブ

い︒カードは紙でも十分で︑

情報を取っていただきた

できれば︑皆さんに顧客

ポイント制度でお客様と一

店を一緒に盛り上げていく

ベント参加ポイントなど︑

は普通の売上ポイントにイ

パートナーだと︒これから

い︒新人さんには好かれな

いですよ﹂と言った︒常連

ころに上位が隠れている︒

いといけない︒

と店の前を通りにくくなる

そうしたらその人が購入し

知らせる︑好か
れる︑頼られる︒
知らせる︑好かれる︑頼

緒に店を作っている雰囲気

る︒これをポスティングに

０００円使った︒こんなに

ている商品が︑ほかの店に

作りだと思います︒また︑

９８︐０００円しか使って

金額の差が出てくる︒だか

は無いことが分かる︒

ば月々７千くらいは取れる

次回報告します︒

ものです︒

っきりの金額だったので寂

ら︑まず上位だけを見るこ

ので︑情報を集めて︑分析
お客様の専門家になるた

お客様の心を解読

する流れを作っていただき

利用する︒また︑意外なと

しかった︒お客様は後ろに

と︒また︑離反しているお

いないのに︑今年は

いながら︑こういうことを

られる︒この３つを基本に

見ている︒店側は気づかな

ケーキ屋でも︑離反を見

に知らせないといけない︒

考える︒自分たちをお客様

てみた︒１年間で

０００円使っていただいた

11

終わりに

また︑６位のお客様は昨年

11

円

11

万７︐

客様を上位から並べていく
20

いで何百万になる︒離反だ

人くら

いだろうが︑後ろから見て

るのに﹂と思う︒常連客で

いる︒昨年も

して︑好かれる︒新しいお

は通常は

見て︑６万でも７万でも使

う店があり︑１店舗で

20

万使って

っているのであれば︑キー

下位は夕方だった︒このた

スの前にはレジを

大井 啓伊 氏（㈱ミリオネット）

経つので前半で

め朝︑レイアウトを変え︑

顧客は突然
いなくなる

円引きして

ありがとう︒
おくわ﹂と︑目の前で
円引き

50

万６︐

10

10

と︑金額に驚く︒

かと思い精算したら︑ちょ

引きをした︒私も

50

いると﹁私も結構買ってい

79

50

18

客単価が高いものを多めに

20

28

だけでこういう結果になる

50

15

50

50

20

10
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（９） 平成27年５月15日

先月号より続く︒
②唾液の分泌量の減少によ
り︑胃の負担や食欲低下が

ーキ︑チョコレートケーキ︑
る︒その結果︑消化不良や

減少し胃腸の働きが低下す

５．食品素材と老化
アクティブシニア層はお
タルトケーキ︑フツーツケ

起こる︒③消化液の分泌が

菓子が大好きである︒生活

老化を抑えるには︑健康

下痢︑便秘となる︒

スクリームなどを挙げてい
・栄養の整った社会環境づ

ーキ︑ロールケーキ︑アイ

しさをよく知っており︑今
る︒

に欠かせないお菓子の美味

まで長く仕事で苦労された

発信のチャンスであり︑毎

﹂のツールづくり︑

くりである︒これらは﹁健

日のリズムある﹁栄養﹂
﹁運

康日本

⑴老化の特徴

能力低下である︒その主な

動 ﹂﹁ 体 調 ﹂ の ３ 大 要 素 を

老化とは加齢にともなう

時など︑ほっとするひと時

ものは︑１．味覚が衰える

をおいしいお菓子で楽しん
できた︒シニアコム・ＪＰ

濃い味付けを好むようにな

３位＝おはぎ︑４位＝羊羹︑

＝大福︑２位＝せんべい︑

の人気のお菓子は︑第１位

退ややけどの障害︒３．噛

蝕覚︑温覚の衰え

る︒２．視力︑聴覚︑嗅覚︑

⑵お菓子と老化抑制の関係

なる︒

生活に活かしていくことに

食欲衰

５位＝どら焼き︑６位＝き

その④

べ過ぎない︒⑤家族との食
㎖

摂る

③牛乳は一日２００
④野菜は緑黄色野菜や

事を楽しむなどである︒

②認知症やうつ病

開発が優先される︒

高齢者は︑若者に比べエ

れない

③身体上の障害による食事
のとりにくさ

ネルギー所要量は少なくな

する認識やこだわり

るが︑必要とするたんぱく

根菜類を摂る

質︑カルシウム︑鉄︑ビタ

⑤間

辛料︑薬味︑調味料で食欲

食のとり過ぎなどによる低

④食事に対

⑥和洋中のよく噛む

⑤だしや香

高齢社会づくりとして︑元
増進

そのためには︑活力ある

気な高齢者が能力を発揮で

者の食事は淡白になりがち

ミン類は変わらない︒高齢

その解決策として︑誤嚥

であり︑高齢者になるほど

栄養である︒

栄養価の高い密度のある食

⑧家族で楽し

事故の防止である︒後期高

事が必要となる︒

⑦食欲のない時はお

かずを優先

齢者の増加によるこれらの

料理

である︒医療や介護施設の

く食べるなどが老化を遅ら

事故防止のための介護食の

きる社会構造づくりが必須

充実︑自治体︑企業との連

せるとしている︒

高齢者の生きがいと健康づ

力あるまちづくりであり︑

せる社会制度のもとで︑魅

する健康人が創造性を生か

られている︒

分︑カルシウムなども求め

スよく摂ること︑特に︑鉄

どの高齢者食としてバラン

ビタミン類︑ミネラル類な

に加え︑雑穀類などからも

である︒そして︑嚥下訓練

形態を重視した食事の総称

害者を対象とする物性や食

嚥下食は︑摂食・嚥下障

る︒

ぞれ︑Ｌ０〜Ｌ５に分類す

開始食から嚥下食Ⅴをそれ

︵ 図 ６︶︒ 病 状 に 応 じ て︑

野菜類︑穀類︑肉類など

携による長寿食︑介護食︑

くりが必須であると報告さ

食︑嚥下食︑介護食の３つ

医療食などの開発と︑増加

︶
れた ３︒

⑷栄養の改善と予防

６．嚥下食の開発

⑶老化を遅らせる要件

難易度レベルの基本定義

老化抑制の大きな要因

は︑①レベル０︵嚥下開始

偏食や栄養

食︶②レベル１︵嚥下訓練

む力が衰える

のレベルに分けられるが︑

んつば︑７位＝わらび餅︑

最近はすべての食事を普通

種々の要求に応えた開発の

アル食品の開発

善行

％が入院や介

食ゼリー食︶③レベル２︵ゼ

加速を望むものである︒

高齢者の

護施設にて低栄養状態にあ

リー食︶④レベル３︵ペー

日３食︑

後の商品開発に活かす︒さ

参考文献

②肉と魚の割合は１

らに︑産学官および産産連

紹介したが︑①偏食せずに

も顧客満足のお菓子のファ

携による異業種間での高齢

食べる︒②３食規則正しく

ンに喜びを与える努力を積

これらの起こりやすい症

等の地域農産物を活用した

み重ねていきたい︒

状は︑①飲み込む力が弱く

③オール秩父産

日本能率協会の調べで

商品開発

は︑好まれるお菓子として︑

高齢者栄養研究会では︑
老化を遅らせる食生活アド

食から嚥下食までの６段階

スト食︶⑤レベル４︵介護

は︑毎日の美味しいお菓子

に分類する﹁嚥下ピラミッ

を食することにある︒そし

る︒その原因に摂食・嚥下

ド﹂概念図が示され︑安全

脱水症状

障害が挙げられ︑その主な

食・移行食︶と定めている︒

が増加している︒②生産農

原材料のお菓子作り

食べる︒③地域産物や郷土

家数が増加︒③若い生産者

る︒

エデを活用した新たな商品

・各業界が家庭での高齢者

食のみならず︑病院・介護

高付加価値︑かつ︑嗜好性

設など︑安全性と高品質・

施設︑中食︑外食︑給食施

日から

年４月

日間︑三重県︑

ある高齢者向けお菓子の提

回全国菓子大博覧会

日の

は︑平成

第

８．お菓子の博覧会・展示会
年は

４年ごとに開催する全国

５月

は４月

大澤純也

日〜

荒川

回全国銘

日︑東京・

報告

商工会等

技術

日︑接客マナー

〜

はなプラザ

合研修会

松江及び出雲方面へ組

５月

日︑島根県

熊澤厚子氏︑一関市・なの

アップ講習会︑講師・

５月

行事予定

真はつちやの羊羹﹁彩雲﹂︒

菓子を︑限定販売した︒写

ごころ﹂をテーマにした和

今年は三越の天女像﹁ま

いる名店が販売した︒

全国にその名の知れ渡って

菓展を開催した︒会場では︑



小浜恵子

図 6 嚥下食ピラミッドに対応した段階的食事内容
出典：第 10 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 金谷節子

雑穀を利用したシリ

が出てきた︒④森林づくり︑

なり︑むせる︑つかえる︒

渇きが鈍くなる

バイスを挙げている︒①一

要因は︑①摂食・嚥下機能

性と品質が確保されている

いお菓子作りを実現させ今

バランスの崩れ︒４．喉の

位＝あんみつ

食品群を食べる

低下による十分な食事がと

ると考えられる︒これから

８位＝みたらし団子︑９位
＝栗饅頭︑

１
:

②二条大麦︑てん菜

て︑健康長寿の秘けつでも

動物性たんぱく質と脂肪を

開発

の発生などである︒

食︑旬の食材を摂る︒④食

個々のお菓子屋の売り上げ

福島県の伊達市では︑桃

感︑柔らかい実はとろりと

⑶桃の天ぷらの開発

る︒

本一の地場の特産品である

した食感︑これらの味の違

群馬県は︑繭から生糸日

養蚕業が盛んである︒そこ

ーケティングに基づく販売

共同で﹁桑せんべい﹂を開

いを楽しんでいる︒

案︑開発力︑人材育成の体

急速に高齢化が進み世界

製品競争力を①﹁表層の

発した︒桑には︑健康に有

さらに︑府中のスイーツ

制などを含め︑システム提

案も重要となっている︒

地域技術創造事業部

益率を考えお土産・通販事

戦略づくり︑さらに︑次の

競争力﹂として製品性能︑

益なミネラル成分が多く︑

店では︑みそを使った﹁み

菓子博覧会は︑平成

伊勢市での開催が決定して

が進められている︒

笹島正彦

業への参入を企てる︒新商

作付面積の増加等により︑

ロードマップ作成に向けた

信頼性︑広告宣伝︑価格︑

鉄分︑カルシウム︑亜鉛も

そスイーツ専門店﹂として

﹁世界にとどけ！笑顔をむ

いる︒皆さん楽しみに準備
興発展と地域の活性化を目

︶武山進一

埼玉県秩父市では︑地場

の天ぷらをはじめ︑桃カレ

山林や農地の荒廃の抑制な

④マ

商品発掘・ブランド化とし

で︑Ｙ社は日本一の﹁桑を

どを成果として挙がってい

するお菓子協議会の運営︑

納期を見直す︒第二は﹁深

豊富である︒そして︑血糖

多くの商品開発を進めてい

すぶお菓子のちから﹂をテ

府中えびすなどバラエティ

者食︑介護食・嚥下食など

品の開発を促進する結果と

ーや桃の漬物なども開発さ

②５年ロードマップによる

層の競争力﹂である︒これ

値︑血圧上昇抑制︑ダイエ

る︒﹁秀峰白味噌﹂を用いて︑

ーマに掲げ︑菓子産業の振
さらに︑お菓子の他にも

9

日本橋三越で第

15

おわりに

て﹁お菓子屋さんの地域お

れ︑固い実はしゃきしゃき

人材・資金の獲得︑③積極

は顧客や他社からは観察で

ット効果などが期待される︒

ドーナツやミルクチョコ︑

に高齢者食の情報発信が求

的な地域の人材の活用︑④

きない︒生産性︑生産・開

桑のデオキシノジリマイ

みそクッキー︑味噌ラスク︑

グランドデザインの作成に

メディア・イベントを活用

発のスピードである開発に

シンの効果で︑糖分の吸収

められている︒地方自治体

した積極的なＰＲ︑⑤場面

係る目標品質をどのような

抑制も期待される︒

着手した︒

に応じた行政との役割分担

手順で仕上げるかと開発力

今後の展望として︑①カ

を提案し進めている︒

としている︒
生産性の技術向上が社員

競争の激しい洋菓子業界

⑴開発事例

において種々の取り組みを

信し確認できた︒

入場者は

地域の介護付き老人ホー
ーに富んだ商品開発で繁盛

ムと連携し︑高齢者に愛さ
している︒

各地域の菓子組合による
お菓子豆腐の生地に︑カス

定期的な展示会が︑これか
タードにもはさむことにな

万７千人にのぼ

のモチベーションにつなが

的に広島にて開催された︒
り︑開発力︑改善力︑提案

れるケーキの試作など︑量

工夫した開発が行われてい

らは︑業界のみならず︑地

る︒創業以来の商品に幾重

り︑大きな成果とともに︑
⑷地域連携による開発

全国銘産菓子工業協同組

った︒生地に練り込んだカ

合︵理事長村岡安廣氏︶で

力として企業の大きな力と

を抑え︑皆さんに喜ばれ食

にも工夫を行っている︒

べやすさに配慮したおいし

上記の企業︑自治体との

域・自治体の大事な催し物
連携による成果として︑①

として消費の拡大に寄与す

スタードクリームやバター

三越の天女像「まごころ」がテーマ
お菓子の持っている力を発
クリーム︑手焼き磯部せん

18

21

なり︑各自が組織学を身に

17

17

80

岩手

高知

29

24

27

14

25

付けたとしている

例えば︑Ｋ社では戦略ポ
ジショニングを見直し︑利

21

69

第69回全国銘菓展を開催

について︑①同業者で組織

活用した煎餅﹂を開発︒さ

■不均一な物性
Ｌ3：段階4＝嚥下食Ⅲ（嚥下食）
Ｌ4：段階5＝移行食（介護食）
Ｌ5：普通食

らに︑安中総合学園高校と

■均一な物性：
「嚥下訓練食」
Ｌ0：段階1＝開始食
Ｌ1：段階2＝嚥下食Ⅰ
Ｌ2：段階3＝嚥下食Ⅱ

なった︒

ショートケーキ︑チーズケ

という結果であった︒

べいにも活用が広がってい

高齢社会における開発の栄養と方向性

⑵共同開発事例

アクティブシニア向けの美味しいお菓子

こし﹂の取り組みポイント

40

の情報調査による

歳以上

21

山﨑 勝利氏
山﨑技術士事務所
（公社）
日本技術士会登録
食品技術士センター理事

50

７．新たなお菓子の開発

10

10
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第914号

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
マに講演を行いました︒

先月号より続く︒

た︑気持ち悪いから返品す

入した時はこうではなかっ

香りがおかしい︒以前に購

いつもと味が違う︑何か

であるが︑実際に調べても

通に考えたらイチゴの種子

をみつけることになる︒普

キのイチゴの脇に黒い異物

に観察する︒ショートケー

その②

類で︑洋菓子は１年間で１

物混入が１番多いのは菓子

い食品という表があり︑異

た︒その中で異物混入の多

異物混入の特集が掲載され

｣の

月号に︑

月｢

の異物混入が多かった︒こ

ンターに持ち込まれた食品

２０００年は消費生活セ

の高い若い女性や子どもが

して食べる消費者は︑感性

ない︒実際に菓子類を購入

も異物混入が多いからでは

情件数が多いのは︑必ずし

というものだ︒菓子類の苦

順番をつけたらこうなった

異物混入苦情が多い食品に

物混入が多いのではなく︑

したらいいか︒正解は︑異

う︒正しく考えるにはどう

ら︑従業員はショックだろ

料の一部などの混入苦情は

告をする傾向が強い︒原材

の世代に比べ確実に苦情申

に異常を感じた場合︑年配

多い︒若い人たちは︑商品

代の若い夫婦が買う場合が

共働きをしている子育て世

子供を託児所などに預け︑

る︒冷凍食品や冷凍素材は︑

３番目は調理食品であ

考えられる︒

ので苦情件数が多くなると

れ︑異物が入ると目につく

平均して白く︑何か点や汚

もちなどである︒これらは

で︑パン︑米︑めん︑粉︑

２番目に多いのは穀類

考えたら異物が混入するリ

ているものも多い︒普通に

風通しがよい環境で作られ

子の工場などに比較すると

酒の珍味の類では︑洋菓

い︒

うが︑そういうことではな

きる頻度が高く感じてしま

されると︑本当に混入が起

の多い食品とタイトルで出

は変わってくる︒異物混入

違うと異物混入苦情の内容

の時代︑そういうものを売

は苦情にならなかった︒今

た記憶がある︒こんなもの

た小さいイカやタコもあっ

や藁を取ると一緒に干され

り︑新聞紙の上に広げ︑砂

スクは高いはずだ︒ところ
が︑苦情は少ない︒珍味の
類は︑桜の下など半分外み

考えるしかない︒法律上の

寄せられた場合は異物だと

きりしないだけに︑苦情の

味異臭や異物は定義がはっ

不安になるから起こる︒異

りする大部分は︑消費者が

外の苦情が増えたり減った

場合もある︒ただ︑それ以

に誰が見ても異物だという

るを得ない︒

時にはさばさばと対応せざ

得られない︒だから︑その

んな場合に消費者の支持は

訴訟社会ではないから︑こ

くなるだけである︒日本は

っても︑企業イメージが悪

法律上異物ではない﹂と言

定義を持ち出して﹁これは

情が

％︑ ％になり︑徐々

８〜９％だった異味異臭苦

受付件数の多い異物混入苦情

データが少し古いが︑異

物混入苦情は２００６年ま

起こるたびに︑大方の消費

でいろいろな事件や事故が

に増えてきている︒世の中

２００７年以降︑様子が変

％で普通だった︒

わり苦情件数の中で異物混

者の不安や関心は︑異物よ

〜

入が見かけ上減ってきてい

りも異味異臭に振れてい

る︒異物混入が減り︑改善

間の集計で異物混入苦情が

年間︑仕事していたが︑年

いる︒

期尚早ではないかと考えて

げてきたと考えるのは︑時

されて全体の比率を押し下

商品はいつもと一緒だ

３割を割り込んだのは初め

たん思ってしまうと︑異物

が︑異常品と正常品との判

っている人１人の陰に︑何

と違って目に見えないだけ

買うようになる︒製造者や

人が内心怒っていながらク

てだった︒ところが︑従来

レームを出していないの

断するのは消費者だ︒確か

販売には苦情が届かないの

か︒これは︑どれくらいい

に不安になる︒それで聞い

て許してくれているのかと

で︑迷惑をかけていること

り込み済みで考えていく必

自体に気が付かない︒知ら

っているところは︑異物に

言うとそんなことではな

たいなところで飲酒に伴い

い︒リピートしてくれる人

るのか残念ながら見当がつ

要がある︒

ないうちに自分のところの

かない︒

対する消費者のプレッシャ

商品のリピーターを減らし

ーが高いので︑最初から織

人に１人しかいない︒

てしまう︒

ければならないとなると︑

も同じレベルで何でもしな

ならない︒食品だからどれ

かないと︑本当の対策には

ったよ﹂とは言わない︒と

りがけにレジで﹁おいしか

レストランで食事して︑帰

なか返ってこない︒例えば

をした人のコメントはなか

と不満足の人がいる︒満足

商品に対して満足した人

ません﹂といえば﹁二度と

らそんなことは絶対にあり

はこういう管理しているか

え 違 い で は な い か ﹂﹁ う ち

る︒﹁ そ れ は お 客 さ ん の 考

ったり︑その店に来てくれ

割の人はまたその商品を買

のような状況では︑大体８

生懸命努力してくれた︒こ

ない︒異物の内容にもよる

ざ文句を言いに行く人は少

ついても︑販売店にわざわ

でいた時︑異物混入に気が

が︑一旦家に帰りくつろい

場合は苦情を申し立てる

ちに異物などに気がついた

している途中店内にいるう

男性では︑店で買い物を

とは︑プレッシャーのかか

ている相手に電話をするこ

異物混入に遭遇して怒っ

とである︒

はここがつかみきれないこ

い︒異物混入の本当の怖さ

に原因があるのかも知れな

のは︑案外こういうところ

棚から自分の場所が縮まる

あるいは取引先の商材の

らないが︑ＮＢ商品として

すべてが異物苦情とは限

協ＰＢ品は６倍の苦情が来

ＮＢ品と比較をすると︑生

品であるにもかかわらず︑

メージ︑ほとんど同様の商

品パッケージ︑デザインイ

ことがある︒食感や味︑商

の苦情発生状況を比較した

は

これらの消費者の心理はグ

困難な成り立たない業種も

ころが︑週に何回か決まっ

こ の 店 に 来 る か ﹂﹁ こ の 商

以前︑ＮＢ品と生協商品

ッドマンの法則によく示さ

喫 食 さ れ る 機 会 が 多 く︑

苦情の申告にまで至らない
ものが多いと考えられる︒

出てくる︒製造環境に一番

て来てくれると︑リピート

異物混入苦情はそういうも

気を遣って製造しているの

しているわけだから褒めて

中には︑文句を言う人と言

い人がいることだ︒文句を

満を感じても文句を言わな

大事なことは︑商品に不

品を買わない﹂という反応

次回から同業他社の商品を

した経験をした消費者は︑

は治まってはいない︒そう

しかし︑商品に対する怒り

う︒電話をする人も少ない︒

が︑ほとんど行かないと思

に難しいことではない︒怒

ば︑異物混入対策はそんな

惑をかけていないのであれ

ただ︑当該者だけにしか迷

りに行くことも嫌だろう︒

る仕事である︒あるいは謝

次号に続く︒

の機会になった︒

れられているかを知るため

商品がどういう形で受け入

商品情報しか得られない︒

売っていたら︑６分の１の

れている︒

は︑介護食や赤ちゃんの粉

わない人に分かれる︒文句

言わないので︑不満に対し

のだ︒その部分を考えてい

ミルクみたいなものだが︑

いると考えてもよい︒

らなければいけないのかと

を言い︑苦情を申し立てた

になる︒

言っても︑説得力のある議

際に︑迅速丁寧な対応で一

一方︑不満を持った人の

論にはならない︒本表で上

を全部そういうところで作

位に上がっている食品を作

た︒

同じ食品だからお酒の珍味

異物混入苦情の本当の怖さをメー
カーは理解していない

少々の異物に気がついても

〜

％に減った︒

る︒２００７年に

％︑２

で

12

異味異臭苦情

るという苦情がある︒異物
イチゴの種なのだが︑世間
で食にまつわるいろいろな

４７件だった︒菓子類の製

多いので︑何か不都合

異
･

このような食品に多い︒自

００８年は

造現場︑とりわけ洋菓子工

常があった時は︑よく気が

分が子どものころは︑例え

てみようとなり︑生活協同

場は人・物・金を投資し︑

付く︒そして︑母親にその

時がある︒その心理と︑世

従業員教育も行い︑バリア

ことを言うと﹁子どもの食

論上は誰も危険だと思って

性の高い建物である場合が

ば量り売りの ち｢りめんじ
｣にはそもそも異物が

私は生活協同組合で

（38） インスタント食品・チルド食品などその他の食品
組合に電話が来ると異味異

国民生活センター：食品の異物混入について、月刊国民生活 12（2000）

の中で事件や事故が起こっ

その他

いない︒これを過ぎた時に︑

（77）
臭になる︒

は共通点がある︒製造者や

果物の缶詰・瓶詰（32）、生鮮果物（25）、干し柿・干
しぶどう（9）
果物

た時の心理は同じだ︒いっ

多い︒食品横並びで見た時

べるものにこんなものが入

ゃこ

ったら大変である︒時代が

の平均点よりはかなり上で

入っているとの認識があ

公的苦情受付機関が作成したデー
タの解釈

事件や事故が発生し報道さ

（103) ビール（41）、ワイン（37）、清酒（12）

販売者は︑いつもと同じ品

酒類

れると︑イチゴの種子程度

ハム・ソーセージなど加工肉（71）、牛肉（26）、豚
肉（22）、鶏肉（10）、ひき肉（9）

のものでも不安を生起し︑

（146）

質のものをいつもの検査を

肉類

して出荷している︒品質的

牛乳（72）、粉ミルク（52）、ヨーグルト・チーズな
ど（42）、鶏卵（13）

いつもと違ったような味が

（181）

苦情や問い合わせとなる︒

乳卵類

に差異があるわけではない

オイスターソース（50）、ふりかけ（39）、砂糖・ジ
ャム・蜂蜜（31）、食塩・しょうゆ・みそ（25）

何でもなく︑見た目も平気

（198）

だけれど︑食べる時は慎重

調味料

する︒例えば賞味期限は十

漬物・佃煮など（125）、野菜（75）、豆腐・納豆・おか
らなど（51）、海草（47）

分な安全率をとって決めて

野菜・海草類 （322）

何となく納得したという

清涼飲料（136）、ミネラルウォーター（73）、コー
ヒー・紅茶・ココア（62）、緑茶（31）、中国茶（30）

か︑大きな異常はないが︑

（371）

が︑世の中で事件や事故が

飲料

重なると消費者は一様に商

魚・貝類（215）、かつお節など魚介加工品（73）、干
（410） 物・塩蔵品（54）、魚肉練り製品（43）、魚介缶・瓶詰
（24）

になって食べる︒すると何

魚介類

いるから︑少し過ぎても冷

弁当（148）、惣菜類（94）、調理パン（63）、冷凍調
（565） 理食品（57）、レトルト調理食品（47）、調理食品の
缶詰・瓶詰（26）

安心しきっていない精神状

調理食品

品に対し不安を感じる︒結

（688）

となく臭いや味が気になる

穀類

蔵庫で保管していたら︑理

洋菓子（147）、和菓子（134）、チョコレート（83）、
（722） スナック類（68）、あめ・キャラメル（61）、アイス
クリーム類（53）、せんべい（50）

態の時︑何かを食べると︑

混入苦情と異味異臭苦情に

パン（280）、米（231）、めん類（143）、粉類（17）、
もち（11）

菓子類

果︑買ってきたものを子細

異物混入の多い食品

っていた﹂と苦情を申告さ

のため︑機関誌である

36

主な食品（件数）
食品群（件数）

れる場合が多い︒

刊国民生活

34

10

10

佐藤 邦裕 氏（日本食品衛生協会）

ある︒それなのに菓子類は

26

28

30

25

異物混入苦情 の 現状 と 再発
防止対策 の 基本的 な 考え方

異物混入が多いと言われた
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教師

︻基礎編︼
平泉 博仁

フレーズ

日本菓子専門学校

ユズ
㎝タルトリング︶

︽配合／工程︾

ョンをする︒
︿ビスキュイショコラ

ブンで焼成する︒
オ

フランス天板１枚分↓直

レ﹀

㎝タルトリング３台分

︿パータサブレ﹀

⑥フランス天板にオーブン
シートを敷き︑⑤の生地を
平らに伸す︒
⑦１７５℃のオーブンで約

⑧焼き上がったらグリルに

する︒

分ダンパーを開けて焼成

︻材料︼

㎝丸×６枚分使用

卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝１４０ｇ
移して冷まして使用する︒

径

バター⁝⁝⁝⁝１６８ｇ

ｇ

︻材料︼

グラニュー糖⁝１１０ｇ
グラニュー糖⑴⁝⁝⁝
ユズ﹀

ｇ

取って

量溶かし︑テンパリングを

⑤ミルクチョコレートを適

固める︒

㎝四方のプレート

②全卵を入れて︑ひとまと

が馴染まないように注意︒

均一に撹拌する︒↓バター

ドプロセッサーに入れて︑

①全卵以外の全材料をフー

※サブラージュ法で仕込み

せる︒

③②に①を入れて混ぜ合わ

る︒

ートに片栗粉を入れて混ぜ

②溶かしておいたチョコレ

白っぽくまるまで立てる︒

グラニュー糖⑴を入れて︑

①ミキサーボウルに卵黄と

︻作り方︼

て全体が沸くまで加熱する︒

る︒その後︑再度火にかけ

に入れてしっかりと混ぜ

セールを良く混ぜてから①

②グラニュー糖とジュレデ

鍋に入れて︑沸騰させる︒

①

︻作り方︼

生クリーム

ジュレデセール⁝⁝⁝

イルージュ﹀

︿ガルニチュール

で冷やし固める︒

スキュイをのせて︑冷凍庫

⑤セルクルに流し入れてビ

を入れて混ぜ合わせる︒

６分立てにした生クリーム

水に当てながらしっかりと

④③をボウルに移して︑氷

で︑混ぜながら加熱する︒

がしっかりと沸騰するま

③②を再度火にかけ︑全体

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

柚子ピューレ⁝⁝２２５ｇ

︻材料︼

１台１８０ｇ×３台分

︿クレーム

薄力粉⁝⁝⁝⁝１５０ｇ
％︶

⁝⁝⁝⁝１６８ｇ

レ︵

ショコラ

オ

片栗粉⁝⁝⁝⁝１２８ｇ

ｇ

ｇ

ミルクチョコレートを塗っ

を作る︒

まりになるまで混ぜ合わせ

③②を火から下ろしてボウ

ら

㎝サイズに抜く︒

１枚を①の内側底に敷い

％⁝３３５ｇ

ｇ

て︑湿気止めをする︒

⑥④のムース側に柚子マー

る︒

④卵白とグラニュー糖⑵で

ルに移し︑残りの柚子ピュ

冷めたら内側に溶かした

②ビスキュイショコラオレ

マレードを規定量平らに塗

メレンゲを作る︒

／

を仕込んで焼成し︑冷めた

り広げる︒その後︑セルク
③冷蔵庫で休ませる︒

⑤③に④を２回に分けて入

の柚子ピューレを

ーレを加えて混ぜる︒

１台１５０ｇ×３台分

フレーズピューレ

︻材料︼

⑤表面にラップをして︑冷

蔵庫で冷やす︒全体が締ま
ったら使用する︒

︿飾り用いちごのマリネ﹀

等分カット⁝⁝⁝⁝⁝

イチゴ︵Ｍサイズ︶縦に６

︻材料︼
ｇ

粒
ｇ

⁝⁝⁝⁝２００ｇ
水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
グラニュー糖①⁝⁝

冷ます︒

ておく︒
ルから抜く︒
④３㎜にのしてタルトリン
グに敷き込む︒

れながら︑さっくりと合わ

℃まで冷めたら︑

⑤鉄板にシルパンを敷き︑

④③が

⑧イチゴのマリネやその他

中に絞り入れて平らにする︒ 上に⑥をのせる︒
その後︑冷蔵庫で冷やし

40

せる︒

3

④をのせて１６０℃のオー

1

の仕上げ材料でデコレーシ

冷凍フレーズホール
ｇ

ｇ

ナパージュミロワールヌー
トル⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

①全材料をボウルに入れ

︻作り方︼

て︑かるく混ぜ合わせて使

ｇ

ｇ

ル⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
冷凍ミュールホール
⁝⁝⁝⁝⁝⁝
グラニュー糖②⁝⁝

ｇ

︿その他仕上げ材料﹀
３台分

ミルクチョコレートのプレ

ｇ
ｇ

㎝︶

ート︵

㎝×
ｇ

％を使用︶

⁝⁝⁝⁝⁝⁝３枚
︵カカオ分

柚子マーマレード︵タカ食

ｇ︶

粒

40

粒

グロゼイユ︵枝付︶⁝３房

ミュールホール⁝⁝⁝

⁝⁝⁝⁝⁝⁝

フランボワーズホール

け︑沸騰させる︵途中で果

を均一に混ぜてから︑

合わせる︒

火を止めた①に加えて混ぜ

②

ら加熱する︶︒

品︶⁝１２０ｇ︵１台

を鍋に入れて火にか

18

片栗粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝
ジュレデセール⁝⁝
︻作り方︼

40
28 16 40 20
肉を適度に細かく砕きなが

①

用する︒

冷凍フランボワーズホー

ル⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

柚子ゼスト⁝⁝⁝１／４個

⁝⁝⁝⁝⁝⁝

21

20
18

35

（Ｂ）

固める︒

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６

50 40
60

冷凍フレーズデボワホー

（Ａ）

80

15 15

話 ０３−３４００−８９０１
電

（Ａ）

（Ｂ）

18



購読をご希望の方は全国菓子工業組合連合
会宛て電話か FAX 若しくはメールでお申
し込みくださいますようお願い致します。

フリュ

③ガルニチュールフリュイ
⑦③の上に⑤をのせ︑その

グラニュー糖⑵⁝⁝⁝

フレーズ

洋菓子講習
タルト
︵直径
㎝︶の
アーモンドパウダー皮付

㎝︵無ければ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝

④
セルクルに︑クレームユズ

全卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

㎝タルトリング

を仕込んで流し入れて平ら

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２ｇ

直径
３台分

にする︒もう一枚のビスキ

片栗粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
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