カ国は︑ＴＰＰ交渉閣僚会合に

の枠の拡大︑菓子原料にな

ームチーズ等については︑

年目までの長期の関税撤

現行関税においても菓子類

スを欠いた結果になった︒

需要拡大事業への助成など

メーカーが生き残るための

ための輸出対策や国内菓子

カーでも海外に輸出できる

望の中では︑中小菓子メー

し要請書を出す予定︒同要

会を窓口として︑行政に対

対策を中心に全日本菓子協

ーへ還元するなど︑原材料

いては︑枠内関税を撤廃す

⑴小豆及びいんげん豆につ

︵抜粋︶

７︑５品目以外の農産物

条件付き無税枠を設定︒

チーズについては国産使用

ドチーズ原料用フレッシュ

は少量の国別枠︑シュレッ

③プロセスチーズについて

廃期間を設定︒

る品目の譲許は菓子メーカ

の輸入が増加しているな

も要望する︒

ＴＰＰ市場アクセス交渉の結果公表

か︑今回の合意によって大

ルだが合意内容の詳細につ

また︑今後のスケジュー

こんにゃく及びパイナップ

るものの︑枠外税率を維持︒

プ制度等は維持されること

乳製品における全脂粉乳等

麦のマークアップの廃止︑

る対策︑砂糖の調整金や小

原料の内外価格差を縮小す

見込みとなっている︒

は対策の大綱が策定される

理されている︒

なるので︑現在︑国別に整

ジジュース︑りんご等一部

⑵このほか︑鶏卵︑オレン

手小売業などが安売りする
ことも予想される︒このた

ル缶詰については︑枠外税

砂糖菓子︑チョコレート︑ビスケット等 関税撤廃
ＴＰＰ／環太平洋パートナーシップ交渉参加
おいて︑協定の大筋合意に至ったことから︑このほどＴＰＰ協定の概要を発表し
た︒同概要を受け︑農林水産省ではまず米や乳製品など主要５品目を中心とした
﹁ＴＰＰ農林水産物市場アクセス交渉の結果︵抜粋︶﹂︵別項参照︶︑次に﹁ＴＰ

加工食品等の品目別の交渉結果概要﹂︵以後掲載︶

Ｐ交渉農林水産分野の大筋合意の概要︵抜粋︶︵追加資料︶﹂︵３面参照︶︑続いて
﹁ＴＰＰ市場アクセス交渉

か国それぞれで異

となり︑菓子メーカーにと

％削減︒いずれも関

いては

ついては関税が撤廃される

っては原料と製品のバラン

率を

め︑菓子業界としては菓子

が︑原料になる砂糖の調整

月下旬に

合意内容についてはキャ

金制度や小麦のマークアッ

脱脂粉乳と競合する可能

年目ま

税割当制度を維持︒

の品目について︑

で又はそれを超える関税撤
廃期間を設定︒
性が高いものについて︑

持︒

８︑林産物︵省略︶

②ＴＰＰ枠を設定︵生乳換

の措置︒

⑶また︑オレンジについて︑

加糖ココア調製品︵液・

脱脂粉乳︵製品３︑１８

年目までの長期の関税撤廃

は国別枠を新設︵４・５万

８ｔ︵当初︶↓３︑７１９

算︶

１︑米

１２︐０

粉・粒状で２㎏超のもの︶

セーフガードを措置︒

＝ＴＰＰ枠数量

期間の設定とセーフガード

ｔ︵当初︶↓６万ｔ︵６年

９︑水産物︵抜粋︶

目 以 降 ︶︶ し︑ 国 家 貿 易 制

⑵海藻類︵のり︑こんぶ等︶

⑴米及び米粉等の国家貿易

については︑関税を

品目︵省略︶

①モッツァレラ︑カマンベ

⑶チーズ

ールなどについては︑現行

ｔ︵６年目以降︶
バター︵製品３︑１８８

％削
ｔ︵当初︶↓３︑７１９ｔ

００ｔ↓１８︐６００ｔ︵６
％↓

度で運用している小麦製品

年目︶

⑵米の調製品・加工品等︵民

・８％︵

関税を維持︒

︑各国の対日関税︵省略︶

減︒
︵６年目以降︶

年目︶枠内税率

制度で運用︒

％↓０％︵即時︶

②チェダー︑ゴーダ︑クリ

は︑引き続き全て国家貿易

一定の輸入がある米粉調

年目︶枠

９︐１００ｔ↓

チョコレート菓子＝ＴＰ
Ｐ枠数量

１８︐０００ｔ︵
内税率

加糖ココア調製品＝︵２
㎏以下のもの︶ＴＰＰ枠数

⑵ホエイ

間貿易品目︶

⑵大麦
③既存のＷＴＯ枠内のマー

％の

クアップを９年目までに

製品等は関税を５〜
削減とし︑輸入量が少ない

％ 削 減 し︑ 新 設 す る Ｔ Ｐ

又は関税率が低い品目等は
関税を削減・撤廃︒

Ｐ枠内のマークアップも同
じ水準に設定︒

年秋の叙勲褒章

庫県菓子工業組合常任理事︶

▽黄綬褒章＝津曲孝氏︵兵

理事長︶



平成

︵業界関係受章者︑順不同︶

︵福岡県洋菓子協会会長︶

⑴小麦

事︶

▽黄綬褒章＝柘植豊氏︵愛

９・６万ｔ︵品目ごとに６

︵計６・２万ｔ︵当初︶↓

５︑豚肉 ︵省略︶

４︑牛肉 ︵省略︶

⑵でん粉︵省略︶

・８％↓０％︵即時︶

新設する国別枠内のマーク

〜

６︑乳製品

アップも同じ水準に設定︒

▽関税割当枠の例

年目以降︶︶︒

国別枠内に限り︑主要５銘
柄以外の小麦を輸入する場

▽黄綬褒章＝三嶋隆夫氏
▽旭日中綬章＝古泉肇氏

知県菓子工業組合員︶

２︐７００ｔ↓５︐０

▽旭日双光章＝大山誠氏

▽黄綬褒章＝上田好孝氏

量

︵全国米菓工業組合理事長

▽旭日双光章＝関口快流氏

︵茨城県菓子工業組合理事︶

︵ベーカリースイーツカフ

３︑甘味資源作物

長︶

︵全国菓子卸商業組合連合

ェスズ屋︶

③既存のＷＴＯ枠内のマー

▽旭日小綬章＝喜多義祐氏

会理事長︶

年目︶枠内税率

︵徳島県菓子工業組合理事︶

▽旭日双光章＝有本啓治氏

▽藍綬褒章＝井上務氏︵岩

００ｔ︵

▽旭日双光章＝北野茂樹氏

手県菓子工業組合元副理事

⑴砂糖︵抜粋︶

︵元全国菓子工業組合連合

︵広島県菓子工業組合員︶

長︶

クアップ︵政府が輸入する

会理事︶

▽旭日双光章＝森義雄氏

９年目までに

⑴脱脂粉乳・バター

︵岐阜県米菓工業協同組合

▽藍綬褒章＝畑田達志氏

▽旭日双光章＝村中正洋氏

理事長︶

︵元福井県菓子工業組合理
事長︶

︵愛媛県菓子工業組合常任

①現行の国家貿易制度を維

・３％＋３９
・８

理事︶

持するとともに︑枠外税率

11

６円／㎏等︑バター

▽旭日単光章＝伊藤文一氏

５︐０００ｔ↓７︐

29

％＋９８５円／㎏等︶を維

︵神奈川県菓子工業組合副

加糖ココア粉＝ＴＰＰ枠

・９％

▽旭日双光章＝武田吉太郎

数量

％削減した水準

・８％↓
年目︶

21

合にはマークアップを９年

︵

29

目までに

麦粉調製品等にＴＰＰ枠又

氏︵秋田県菓子工業組合理

︵脱脂粉乳

②加糖調製品については︑

15

５００ｔ︵６年目︶枠内税

品目ごとにＴＰＰ枠を設定

11

に設定︒

％削減し︑

21

11

15

ＴＰＰ農林水産物市場アクセス交渉の結果

ンディ等の砂糖菓子︑チョ

12

コレート︑ビスケット等に

を公表した︒３面に関連記事︒

16
10

16

率

27

11

④小麦製品については︑小

際に徴収している差益︶を

２︑麦 ︵抜粋︶

45
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28
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還付総額を限定的なものと

会福祉財源確保の観点から

から︑自民党サイドは精米︑

報道等では︑財源の問題

こととされたところである︒

会においてさらに検討する

制度が仕組まれることを強

ところであり︑そのような

対象とするよう求めている

り︑菓子類を含む食料品を

回の引き上げに伴う消費の

な給付制度については︑前

と︑財務省の提起した簡素

か︒そういう観点からする

ない︒一方︑軽減税率の対

を与えることにもなりかね

て品目間の競合関係に影響

っては︑制度の目的と離れ

フレからの脱却︑将来的な

軽減税率の導入の目的︑デ

両論があろうとは思うが︑

もちろんそのことにも賛否

党の税制協議会

げに向けて︑与

ら︑多くの批判︑反対論を

とについての不明確性等か

程度普及するのかというこ

れ︑公明党サイドは︑低所

したいとの意向と伝えら

あるいは生鮮食料品に限定

題の本質はどこにあるかと

翻って︑そもそもこの問

く望むところである︒

に照らした場合︑十分な対

く超えて現れたという事実

け込み需要の反動減を大き

低迷が事前に予想された駆

反し高所得層の減税額が大

層対策という制度の目的に

少が大きく︑かつ︑低所得

象を広くとると︑税収の減

ないかと思われる︒

からすると一つの方法では

る国民の理解の得やすさ等

消費税の再引き上げに対す

年４月

したこと︑さらには︑マイ

平成
からの消費税の

ナンバーカードが何時どの

において議論が進められて

考えた場合︑今後増大する

的だと選挙公約との整合性

が高いこと︑減税額が限定

の税の持つ逆進性を放置す

が必要となるが︑同時にこ

するためには消費税の増税

社会保障の安定財源を確保

は如何なものであろうか︒

一般税率となるということ

りしめて購入するお菓子が

加工食品や子供がお金を握

割合が多いといわれている

象となり︑低所得層の購入

メロンなどが軽減税率の対

贈答用の一個２万円もする

生鮮食料品とされた場合︑

引き上げで対応することは

高所得層に対する所得税の

さに税制の一体改正として

の減税部分については︑ま

度の目的外である高所得層

るだけ広くとった上で︑制

は︑軽減税率の対象は出来

雑な税制の門外漢として

以上の状況について︑複

とを願ってやまない︒

心感を与えるものとなるこ

み︑世代を超えて国民に安

に対する国民の理解が進

の将来の消費税の引き上げ

社会保障の財源確保のため

税率制度の導入によって︑

うであるが︑消費税の軽減

に検討が進められているよ

青森県＝舩見亮悦︑▽岩手

▽北海道＝新倉吉晴︑▽

食品衛生功労者

▽福岡県＝山本紘一︑▽大

欣吾︑▽徳島県＝清水勝正︑

▽広島県＝小畠弘光︑荻路

東功志︑▽島根県＝堀昇治︑

＝豊田善征︑▽和歌山県＝

知県＝鈴木正義︑▽奈良県

▽岐阜県＝原田宗男︑▽愛

ツ橋本舗︑▽大阪市＝㈱ロ

もち源︑▽京都市＝井筒八

第一工場︑▽名古屋市＝㈲

▽浜松市＝三立製菓㈱白鳥

鹿児島県＝㈲森三姶良店︑

熊本県＝㈲喜久屋製菓︑▽

崎県＝御菓子処かわた︑▽

▽佐賀県＝大坪製菓︑▽長

▽兵庫県＝常盤堂製菓㈱︑

ン︑▽滋賀県＝叶匠寿庵︑

ベーカリーコーポレーショ

産業㈱枇杷島工場︑㈱エフ

若狭工場︑▽愛知県＝名糖

㈲葛飾屋︑▽福井県＝美十

菓㈱︑▽千葉県＝㈲伊勢屋︑

ヤ︑▽埼玉県＝むさしの製

島県＝ふらんす菓子コミネ

店上山工場︑竹美堂︑▽福

みや︑▽山形県＝㈱杵屋本

▽秋田県＝㈱唐土庵いさ

食品衛生優良施設

弘︑▽鳥取県＝成谷光博︑

歌山県＝三前雅信︑成瀬武

奥村圭右︑菊川義崇︑▽和

良県＝礒田明隆︑今西宗照︑

＝藤本初義︑南和正︑▽奈

龍弘︑山村康幸︑▽兵庫県

渡辺敏和︑▽大阪府＝多田

信一︑▽京都府＝大黒忠義︑

久能正年︑▽滋賀県＝田中

一︑福田勝彦︑▽静岡県＝

内芳文︑▽岐阜県＝白木功

▽山梨県＝菅谷筆太郎︑堀

川県＝石田宏之︑結城敏夫︑

宮下晃︑朝田三郎︑▽神奈

高明︑青野信二︑加藤祐二︑

▽東京都＝村田廣司︑矢光

一︑▽千葉県＝清水兼治︑

山田清︑▽埼玉県＝関口俊

県＝豊田倫司︑稲野邊敏綱︑

宮城県＝鈴木正彦︑▽茨城

▽青森県＝大竹正美︑▽

食品衛生功労者

ないということではない

富山県＝弘菓堂︑▽福井県

神奈川県＝和空鉢の木︑▽

京都＝㈱虎屋東京工場︑▽

県＝㈱美十東京工場︑▽東

ンタ・グラス新野︑▽千葉

▽埼玉県＝㈲益屋︑㈱ファ

ェル︑▽茨城県＝㈱志ち乃︑

工房やなぎや︑サンミッシ

子舗︑▽青森県＝㈲お菓子

合資会社三川工場︑八木菓

▽北海道＝日本食品製造

食品衛生優良施設

福岡市＝岩元滋幸

▽北九州市＝上村正博︑▽

夫︑車川正男︑藤野俊雄︑

本一郎︑▽神戸市＝小竹睦

洋︑▽京都市＝瀧野博︑松

古屋市＝南谷孝昭︑吉村長

遠藤信次︑岩野正行︑▽名

士︑加藤信宏︑▽川崎市＝

久︑▽さいたま市＝神戸武

小城年久︑▽仙台市＝丹野

薫︑▽鹿児島県＝若山敏和︑

根津百人︑▽宮崎県＝黒木

藤充徳︑▽長崎県＝本田寛︑

＝山田元一︑▽愛媛県＝近

さらに︑線引きの仕方によ

配布している︒

冊子を︑希望する組合員へ

高度化基盤整備事項﹂の小

業者のためのよくわかる

ー発行の﹁食品製造・加工

般財団法人食品産業センタ

︻ 既 報 ︼ 全 菓 連 で は︑ 一

さらぎ︑▽愛媛県＝㈱世起︑

製糖羽根さぬき本舗︑㈱き

ーアミ︑▽香川県＝㈲三谷

井製菓︑▽徳島県＝ベーカ

＝さつき屋︑▽広島県＝金

＝ビゴの店本店︑▽岡山県

大阪府＝吉田㈱︑▽兵庫県

㈲ナチュールシロモト︑▽

賀工場︑▽京都府＝三隆屋︑

＝多賀屋︑美濃与食品㈱滋

びせんべいの里︑▽滋賀県

インガム㈱第三工場︑㈱え

井︑▽愛知県＝明治チュー

＝豊栄堂︑▽岐阜県＝梅乃

できないのかと思われる︒

７︱５４８６︶で申し込み

上︑ＦＡＸ︵０３︱３４０

基盤小冊子希望﹂を明記の

号・ ご 担 当 者 名・﹁ 高 度 化

で︑会社名・住所・電話番

組合員は全菓連事務局ま

宅配便の着払い︒希望する

うのとり

北九州市＝ケーキハウスこ

▽神戸市＝明月庵本舗︑▽

光堂︑▽名古屋市＝栄光堂︑

︵ パ イ・ ペ ス ト リ ー︶︑ 盛

店︑▽横浜市＝ベーカリー

▽千葉市＝越後屋餅菓子

カ リ ー︵ 地 下 ２ 階 製 菓 ︶︑

工場︑▽さいたま市＝ベー

合名会社明石屋菓子店南栄

子司鹿の子︑▽鹿児島県＝

県＝パン・ナガタ︑㈲御菓

＝㈱高知ヤマザキ︑▽福岡

ＢｏｎＣｈｉｃ︑▽高知県

全菓連専務理事・山本領

税感の緩和に結び付きにく

県＝小野寺眞利︑▽宮城県

分県＝田口芳信︑▽沖縄県

▽広島県＝今岡寛信︑▽山

食品衛生表彰
菓子関係者多数が受賞
月

日︑東京・明治

厚労省︑︵公社︶日本食品衛生協会主催による第
回﹁食品衛生表彰の会﹂が

座で開かれ︑菓子関係者多数が食品衛生功労者及び
食品衛生優良施設として︑厚生労働大臣賞ならびに
日本食品衛生協会会長賞を受賞した︒同表彰の会で
厚生労働大臣賞を受賞された食品衛生功労者は一九
七名︑同優良施設は一一〇施設︑日本食品衛生協会
会長賞を受賞された食品衛生功労者は三二三名︑同
優良施設は二二一施設であった︒受賞された菓子関
係者は次のとおり︒敬称略︒

厚生労働大臣賞受賞者

野呂信男︑▽京都市＝伊藤

幹夫︑▽大阪市＝青木道廣

日本食品衛生協会会長賞



を︒

高度化基盤整備事項確認項目の解説書配布

冊子は無料だが︑送付は

上 新 粉
も ち 粉
米
粉
玄 米 粉
き な 粉
ご
ま

冷凍白玉もち

各種製菓材料取り揃えております。

TEL.06-6307-7331

％への引き上

いる︒自民党税制調査会と
得層は加工食品の購入割合

月中

惹起したところである︒結

いずれにしても︑

果的に︑公明党の強い反対

が問題となること等から酒

ると︑低所得層の生計の悪

には結論を出すべく精力的

きくなるという矛盾も生じ

及び選挙公約との整合性を

類を除く飲食料品を対象と

化と消費の低迷を招きかね

ることとなる︒

く︑前回の引き上げ時と同

問題とした総理の指示によ

することを求めているとの

か︒また︑軽減対象が仮に

策とは言い難いのではない

財務省が打ち出したマイナ
ンバーカードを利用した低

様景気に悪影響を与えるの

り︑年末の税制改革大綱の

ことである︒

所得層を中心とした還付制

ではないかとの指摘︑軽減

とりまとめに向けて選挙公

消費税の軽減税率の仕組み決定迫る

税率制度を導入するとした

約と整合性のとれた軽減税

度については︑消費時点で

先の衆議院選挙の与党の選

は一旦税を払うことから痛

挙公約合意に反するのでは
率の仕組みを与党税制協議

＝大石功︑▽秋田県＝黒丸

ワール︑▽北九州市＝おた

口県＝大谷泰一︑▽香川県

全菓連としては予てよ

ないかとの指摘︑また︑社

剛︑▽山形県＝川股忠義︑

＝與那嶺安雄︑▽仙台市＝

ま本舗なか川



▽福島県＝渋谷英勝︑羽根

坂本義夫︑▽横浜市＝早川

広く国民の理解を得られる制度の構築を望む

11

徹︑▽名古屋市＝服部郁夫︑

FAX.0283-23-5401

TEL.0283-23-7331

29

田万通︑▽東京都＝藤井輝

23

栃木県佐野市村上町903

10
視︑▽石川県＝卜部三郎︑

10

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

本社工場

http://www.namisato.co.jp

URL
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第920号

筋
ＴＰＰ交渉農林水産分野 の 合大意
の概要
︵

中はセーフガードを措置︶︶
◎オレンジ︵果汁︶＝﹁

︶

追加
資料

◎無糖ココア調製品︵２㎏
を超える容器入り︑ココア

ビスケット︑クッキー及び

用途

・
用

・３％↓
クラッカー︵砂糖入り︶＝

枠内税率
７％

チョコレート原材料

％＋マークアップ︑枠外

◎加糖れん乳＝国家貿易

段階的撤廃
年目︶

％↓０％︵６

◎乳糖︑カゼイン︑ミルク
アルブミン＝８・５％︑５

％以上︶＝

・３％抱合わせ無税関税

粉が全重量の

１
◎食用加工油脂

輸入
・４％︑２・９％↓即時関

割 当︵ 国 産
２
:

３︐０００ｔ↓６︐０００

↓０％︵即時︶︑枠内数量

輸入
年目︶

◎チューイングガム＝段階

・８％↓０％︵６年

・５％＋５０９円／㎏等

↓関税割当の新設︵ＴＰＰ

％︑

即時関税

％︑枠外

時 ︶︑ 枠 内 税 率
撤廃

枠内

・５％＋５０９円／㎏等↓

％〜
％＋マークアップ︑枠外

関税割当の新設︵ＴＰＰ枠︶

ウダー＝国家貿易

・５％＋６１２円／㎏︑

枠内数量

４︐ ７ ５ ０ ｔ︵ ６ 年 目 ︶︑

１︐５００ｔ↓

・８％＋３９６円／㎏等
↓関税割当の新設︵ＴＰＰ

％︵

年目・民間貿
易 ︶︑ バ タ ー ミ ル ク パ ウ ダ
％＋２００円
ち で し た ︶︑ 前 回 の 弱 点 を

２０︐０００ｔ↓６０︐０

・民間貿易︶②枠内数量

／㎏↓

川県主催の﹁かがわ県産品

親の世代をはじめ︑ご先祖

ていますが︑受賞は祖母や

抱合せ無税︵国

ヨーグルト︑粉ミルク︑粉

１

乳調製品︑バター調製品等
＝関税割当︵枠内数量

％枠外

３ ３︐ ９ ４ ０ ｔ︵ 生 乳 換
％〜

・８％＋６７９円／㎏等

算︶︶枠内

％

↓既存の関税割当の枠内税
率を６年目までに 〜
削減︑または撤廃



ブロ
ック

議論

合功労者に対し面澤ブロッ

三重菓子博への対応等
関東甲信越ブロック会議

ク幹事長より表彰状の授与

につ
いて

ロ東北・
関東甲信越 ッブク︑
北海道 会議開催

３︶

即時関税撤廃

枠内税率
１︐５０

枠︶①枠内数量

年

◎その他の乳製品︵乳成分

％↓０％︵

が全重量の

的撤廃

０ｔ↓２︐２５０ｔ︵６年

年目︶

％〜

クリアしての再挑戦でし

００ｔ︵

ー

た︒今回は伝統的な紅白の

枠内税率

年目

箱に入れていたおいりを︑

％︵

四代目が︑同じく香川に

現代的に﹁楽しく﹂﹁可愛い﹂

％〜

伝わる縁起物の鯛をかたど

産︵全粉︶ 輸入＝１

した︒

ったお菓子にパットライス

という感覚を取り入れたの

コンクール﹂に出品したと

様のお蔭︑お客様のお蔭︑

年目︑生乳換算︶

を入れ︑おいりとセットに

が評価されました︒

ころ︑菓子部門で最優秀賞

お菓子の神様のお蔭と思い

現在︑三世代で仕事をし

して﹁白わくおいりと鯛﹂

である知事賞をいただきま

ます︒

を考案しました︒それを香

し た︒﹁ か が わ 県 産 品 コ ン

日埼玉県熊谷市に
菓子部門以外に︑食品部門︑

い り が あ っ て 良 か っ た︑

ンカもしますが︑香川にお

で近すぎて意見の違いでケ

拶︑ブロック幹事長である

神戸武士理事長の歓迎の挨

催県の埼玉県菓子工業組合

おいて開催されました︒開

分表示の義務化への対応と

況報告については︑栄養成

議案審議に入り全菓連の近

が行われました︒引き続き

月

工芸部門があり︑香川県な

遊々椿があって良かったと

して︑全日本菓子協会等関

が

らではの高品質な商品を発

茨城県菓子工業組合面澤義

家族で仕事をしているの

掘して︑香川ブランドとし

思われるように︑五代目と

係団体との協調のもとに計

回目︑

て全国にアピールしていこ

算値方式によるソフトを開

発することとして作業を進

昌理事長の挨拶︑全国菓子

めていること等の他のブロ

工業組合連合会大窪幹夫理
事長の挨拶︑出席者紹介の

ックでの説明に加え︑大筋

してしっかり技と伝統を受

います︒
菓子工房遊々椿・井下宏
造

後︑東京都菓子工業組合寺

け継いでいきたいと思って

です︒
弊社はコンクールの参加
は二回目で︵前回は別商品

澤光弘常務理事他９名の組

うという趣旨のコンクール

クール﹂は今年で

％以上︶牛乳︑
目︑生乳換算︶︑枠内税率

︵

的撤廃

目︶
◎ビスケット

％関税削減︶

年 目 ︶︑

１︐５００ｔ↓

廃︵即時で
◎低脂肪調製食用脂＝関税

枠内数量
２︐ ３ ０ ０ ｔ︵

％＋２１０円／

全粉乳

︵４類︶↓６年目で関税撤

枠︶枠内数量 ７５０ｔ︵即

◎天然はちみつ＝段階的に

㎝位の球体で︑雛あられを

ある今の社長が透明筒型容

・８％↓０％︵６年目︶

・６︶↓関税割当︵ＴＰＰ

限りなく軽くしたような︑

器に入れて販売︑また金毘

マーガリン＝段階的撤廃

枠︶を新設

・７

税撤廃

／㎏↓関税割当制度を維

ショートニング＝段階的撤

・３％↓

①枠内数量

持︑枠外について段階的に
８年目に関税撤廃

︵菓子及び菓子に関係すると思われるものを抜粋︶

３５

％について

５︐ ５ ０ ０ ｔ︵ 即 時 ︶︑ 枠

◎無糖れん乳＝関税割当

内税率

％削減
廃

％︵

６年目までに

目︶

◎さくらんぼ＝８・５％↓

・８％又は
▽主な加工食品の合意内容

段階的に６年目に関税撤廃

年 ︶︑ 枠 内 税 率

抱合せ無税︵国産︵全粉︶

０ ｔ︵

４︐０００ｔ↓１２︐００

年目︶︑②枠内数量

年目に関

・３％﹂〜﹁

◎キャンディ︑ホワイトチ

︵枠内数量 １︐５００ｔ︶

口の中で溶ける餅菓子で

羅さんではソフトクリーム

㎏↓

スイートビスケット＝段階

・５％

ｔ︵

３︶

％

◎全粉乳・バターミルクパ

す︒十六世紀末頃︑讃岐国

のトッピングで観光客に知

国に知られるようになりま

・４％↓０％

割当︵ＴＰＰ枠︶を新設︑

ップドクリーム＝

◎加圧容器入りにしたホイ

１

税 割 当︑ 枠 内 税 率

ョコレート︑砂糖菓子＝関

月

月〜２月７・８％↓

即時関税撤廃

％︑

◎ぶどう＝３月〜

円／㎏のうちの高い方﹂

％↓

年目に関税撤廃
◎アイスクリーム・氷菓

％〜

・０％

・８％

・８％↓６年で

アイスクリーム＝
〜
％削減
・３％〜

年目で関税撤廃

氷菓＝
↓

年

丸亀藩主の生駒親正公の姫

られるようになりました︒

29

◎小豆＝枠内
即時関税撤廃︑枠外
４円／㎏について現行維持
％につ
↓段階的に６〜

◎いんげん＝枠内
いて即時関税撤廃︑枠外

段階的に

◎りんご︵生果︶＝

税撤廃

％につい

◎パインアップル︵生果︶

・８％↓

◎フローズンヨーグルト＝
・３％︑

目で関税撤廃

君のお輿入れの時︑領民が

香川の西では婚礼菓子とし

25

３５４円／㎏について現行
維持
◎落花生＝枠内
◎りんご︵果汁︶＝﹁

・

１％﹂〜﹁

６

て即時関税撤廃︑枠外

㎏のうちの高い方﹂↓段階

円／

１７円／㎏について段階的

＝

年目に

月〜５月
％↓段階的に

月・段階

年目に関税撤廃

％又は

に８年目に関税撤廃
的に８〜

％︑

％↓４月〜

月・

◎オレンジ︵生果︶＝６月
〜

関税撤廃

円

◎パインアップル︵缶詰︶
無税︑枠外

＝枠内

献上した五色の煎りものの

て見慣れたおいりが︑県外

30

30

12

月〜３月・段階的に８年目

あられがその

の方に可愛く新鮮に受け止

25

11

に関税撤廃︵関税削減期間

15
35

・

17


を煎って作ります︒球体に

仕上げるには熟練と勘が必

始まりです︒

められ︑香川土産として人

おいりとは︑直径１・２

25 30

10

を出品しましたが︑予選落

25

90

﹁知事賞﹂
をいただいて

米屋井下製菓は明治創業

以来︑香川の

気となり︑ネットの発達の

35

50

要なため︑製造している菓

で︑多種の菓子を作ってい

西の地域では

おかげで︑お客さまの間で

菓子工房遊々椿
子屋は県内でも数えるほど

ましたが︑おいりの製造に

婚礼に欠かせ

話題になりました︒おいり

しかありません︒

特化した時︑店の名を改め

ない菓子とし

タレントさんにテレビ番組

11

29

30

11

35

11

12

30

25

25

21

的に６年目に関税撤廃︑

21

21
20

24

29 25 35

10

そのおいりを︑四代目で

﹁菓子工房遊々椿﹂としま

て︑紅白鶴亀

に﹁物語﹂があったことも

でおいりを食べて︑褒めて

13

した︒

の箱に入れて

良かったのだろうと思いま

おいりは餅

いただいたことで︑より全

す︒昨年は経済効果のある

米をつき︑乾

にて懇親会が行われました︒

を終了するとともに︑別室

催県を茨城県に決定し会議

した︒最後に︑次年度の開

活発な意見交換が行われま

をどう進めるか等について

がなされ︑各県の資金確保

水口良之事務局長より説明

行委員長及び同実行委員会

長︑濱田典保三重菓子博実

県菓子工業組合岡幸男理事

の負担額等について︑三重

の基本計画案及び各県組合

した︒さらに︑三重菓子博

て各県から報告が行われま

拡大への取り組み等につい

合員数の動向︑菓子の需要

明されました︒その後︑組

ＴＰＰ交渉の結果概要が説

合意が公表されたばかりの

力要請︑青森県菓子工業組

１６﹂の規格説明および協

﹁北海道お菓子フェア２０

また︑各県提出議案として

・意見交換が行われました︒

をしてもらいたい等の要望

等少しでも資金捻出の工夫

県サイドでも例えば宝くじ

いての説明が行われ︑三重

び各県組合の負担額等につ

三重菓子博の基本計画案及

に入り︑全菓連の近況報告︑

拶︑出席者紹介の後︑議事

業組合白松一郎理事長の挨

を務められた宮城県菓子工

欠席されたため︑その代理

業組合理事長が都合により

ある齊藤俊明岩手県菓子工

の挨拶︑ブロック幹事長で

た︒全菓連大窪幹夫理事長

ととされました︒会議終了

ないし７月の開催とするこ

より開催時期を早め︑６月

菓子博への対応もあり例年

を決定するとともに︑三重

年度の開催県として岩手県

がありました︒最後に︑次

みをしてきている等の報告

対応できるといった売り込

れば通常より格安の経費で

として申込みされるのであ

か︑他県の分析業者が組合

何らかの対応ができない

が︑計算値方式の場合にも

書の提出を求められている

パートから栄養成分の証明

行われました︒さらに︑デ

か等について情報交換等が

資金確保をどう進めている

県の三重菓子博に向けての

開催︑組合員数の動向︑各

震災の被災地である八戸で

合

後︑別室にて懇親会が行わ

日青

れました︒

周年記念菓子まつりを

月

東北・北海道ブロック会

議については︑

森市において開催されまし

45

ます︒

燥させたもの

27

近所に配られ

白わくおいりと鯛
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のご理解、ご尽力を頂いて

竹内氏は本組合活動に格別

合元青年部長でもおられる

それに加えて菓子工業組

ります。

いほどの肩書をお持ちであ

られます。

のスタイルを引き継いでお

ルはまさにボクシング時代

ある現在の竹内氏のスタイ

家でありながら運営家でも

も熱心にされ、和洋の技術

がれてからは洋菓子の勉強

めには、組合の存在は組合

ます。これらを解消するた

全国的な問題となっており

これは滋賀県だけではなく

上、年々減少傾向にある、

いるお菓子屋さんは少数の

「現状組合に参加されて

と語っていただけました。

行くことです。」

らを一歩一歩着実に進んで

なり手掛けていく事はこれ

必要がある。私が理事長に

活動を外へと発信していく

ければならない。それらの

開発」を手掛けています。

茶粉末を使用したお菓子の

組合青年部様と合同で「お

その第一弾として、お茶

今年で創立

年を迎える

尽力していきます。

竹内氏は滋賀県日野町に

おり「山本氏の後任を引き

竹内晴久氏が就任

店を構える「伊勢藤」の３

先代の竹内敏夫氏も菓子

継げる人物は竹内氏しかお

かれるのかお伺いしたとこ

合をどのように運営してい

そんな竹内氏に今後の組

る。その為には、日々の活

れる存在になる必要があ

員一人ひとりから必要とさ

会に参加し県内外の情報を

滋賀県菓子工業組合は中央

現在、新理事長指導の下、

同したい希望者が予想以上

した所、竹内氏の考えに賛

新理
事長

代目。

日、滋賀
られない」という周囲の声

滋賀県菓子工業組合ニュース

滋賀県菓子工業組合に新理

年５月

に後押しされる形で就任し

お菓子開発チームを募集

事長が誕生いたしました。
平成
研究団体滋賀県二六会会長

がり。その様子が天井の鏡

りに緑の葉をつけて出来上

に薄い羊羹を巻きつけ、彩

ことなく、包餡をし、側面

まるとのお話しに納得した。

く販売でき、商品価値が高

ことで、カットすることな

して、細パウンド型を使う

なるとのこと。販売戦略と

部青年副部長・中西彌介

滋賀県菓子工業組合青年

につのりました。

を務められておられました。

得る事で様々な取り組みに

やモニターに写し出され、

実演をすべて終えた後、

県菓子工業組合通常総会に

動を価値のあるものにしな

細かな作業が手に取るよう

て、長年に亘りご尽力頂い
ろ

にわかった。

また、ご自身も滋賀県二

習会には、県内を中心に山

た山本傅一前理事長に代わ

形県など近県からの参加を

「和・洋菓子講習会」
の開催に協力！

攻され建築家を目指す傍
ら、部活ではボクシングに

後は京都府の老舗で約４年

いただけました。大学卒業

全勝！」とお茶目な回答も

は「１００戦して気持ちは

通算戦績は？との質問に

や製法に関心がないはずは

菓子への利用」と題した講

ハの特長を活かした和・洋

舎 」 で 開 催 さ れ た。「 ト レ

専門学校えぷろん第二校

習会」が、新潟市の「製菓

主催による「和・洋菓子講

糖を一緒に煉ることで傷み

は二時間かけてトレハと砂

実 演 し た。「 姫 菊 」 は「 餡

ョコレート饅頭）の二品を

菓 子「 美 雪 」（ 薯 蕷 入 り チ

した季節の上生菓子、焼き

が講師を務め「姫菊」と題

長（新潟市中央区・甘美屋）

一級技能士会の笹川利夫会

和菓子は、新潟県和菓子

能士一級の井上孝先生が講

ラザ岡山ラボ洋菓子製造技

洋菓子は、㈱林原Ｌ・プ

り、高級感が漂っていた。

雪がかかったように仕上が

ジさせ、表面はうっすらと

ート色の対比が栗をイメー

餡の黄色と生地のチョコレ

た焼き菓子で、洋風栗入り

なるトレハの特性を生かし

したソフトな焼き上がりに

「 美 雪 」 は、 ふ っ く ら と

が作られた工芸菓子数点が

また、会場には笹川会長

にかける情熱を感じた。

表情に参加者のお菓子作り

に、熱心に聞き入る真剣な

心の高さが伺われると同時

び交い、トレハに対する関

演中にたくさんの質問が飛

講習はすべて終了した。実

話しがあり、四時間に亘る

ハの十一機能」と題したお

の中村賢一課長より「トレ

㈱林原Ｌ・プラザ東京ラボ

特殊なファイティングスタ

間の修行を行い、家業を継

あ り ま せ ん。「 花 び ら 餅 の

にくくなる」などと話しな

お客様をその気にさせる

名が参加した。

は大事な販促ツールです。

牛蒡は何？なんでお正月に

トレハロース等を使った和・洋菓子の実演

も打ち込まれており、その

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

十 月 二 十 八 日（ 水 ）、 新

竹内氏の意外な一面とし

潟県菓子工業組合の賛助会

て、学生時代には建築を専

イルから「滋賀のナジーム

含め、約

六会副会長、全国和菓子協

・ハメド」の異名を持たれ
員である㈱林原新潟営業所

は、貴重な時間かもしれま

■菓子のルーツはおもしろ

食 べ る の？」「 四 角 い 餅 と

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
せん。
い

クリスマスディスプレー

った柿は季節感に溢れ、何

飾られ、特に、たわわに実

とおいしそうなこと！他に

師を務められ「モーンクー
ヘン」という

がら、手はひとときも休む

ケシの実ペー

トレハロースを使用してい

丸い餅、意味の違いがあり

スト入りのパ

るインスタントラーメンや

とした焼き上

で、しっとり

報を提供していけたらと考

ながら、組合員に役立つ情

と連携を保ち情報交換をし

今後も二十社の賛助会員

がりやべたつ

理事・蒲沢百合子

新潟県菓子工業組合専務

えております。

した仕上げに

ですっきりと

きのない甘さ

ハを使うこと

ウンドケーキ

告知、最近は試食会まで企

偏（ へ ん ）」 な ど と、 話 は

ビスケットなどのお菓子類

の横にケーキのパンフレッ

つきません。和菓子の情報

も展示され、トレハが幅広

いよいよ冬来る！ですね。

とのこと。職人さんとお客

交換、お客様との距離を縮

を作られた。

ま す か？」「 鏡 餅 を な ぜ 飾

様が直接出逢え、お菓子の

めることうけあい。お店の

こちらも生地

るのですか？」…。お菓子

付です。お客様に喜ばれる

話でもりあがるイベントと

い食品に使用されているこ

画されていて、聞くところ

ケーキを無駄にすることな

して、関心を集めているよ

やグラス・ア

によると、なかなかの人気

く届けたいもの。お客様の

うです。

城戸翔寉（きどしょうかく）

とを認識した。

トとお申し込み書。早く申

は、謎や物語の宝庫なので

目を引くあの手この手、楽

お正月の花びら餅をはじ

・ローにトレ

し込めば「早割」なる特典

に飾られたダウンジャケッ

す。

さてさて、カボチャの次

しい家族や仲間との行事計

めとした和菓子の話、由来

で煉るから、糸ではなく火

煮 汁 を 使 う 」「 餡 は＂ 火 ＂

「紅白餅の紅には小豆の

■申の年の前

ト、はて？と尋ねてみると、
「最近、南半球からのお客
さまがよく来られて」との
こと。秋から冬へと向かう
日本を訪れる異国の方々、

はクリスマスツリー。一気

画はいずれも嬉しい告知と

今なら何を買いたいのでし

に街がイルミネーションで

なるはずです。カレンダー

ょうね。

賑やかになります。日本の

名物にしてください。

季のうつろいを感じること

笹川先生による実演

真夏のショーウインドウ

80

■驚きこそがアイデアの源

た」との便りが届きました。

季の境目、半袖を仕舞え
ずにいた初秋ですが、北の
■告知すればこそ販促

した。

ていたとか（笑）。

会滋賀支部長と書き切れな

28

国からは「路面が白くなっ

潟

27

り竹内晴久氏が就任されま

て頂きました。

賀

49

滋

竹内晴久氏

新
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長崎さるく、くんちとお菓子

月

日（水）に京都
名

永徳二

部員が一人ずつつきっきり

で生徒による制作を指導し
ました。

子供たちは「難しい」
「手

続いて製作体験に移り、

満足げな表情で、友達同士

し、完成した自分の作品に

にひっつく」と苦戦。しか

今回はねりきりの【菊】と

で見せ合い楽しんでいまし

囲まれ、青年部員が実演・

トレーションを行いました。

時間を利用してのデモンス

二品を作り終わり、残り

のテーブルで職人が手際よ

四ヶ所に分かれ、それぞれ

演披露。

く数品のねりきり菓子を実

た。

月に

披露。生徒さん達は

ロールケーキでギネス挑戦

髙進堂

臼杵市
才のころ隣町の和菓

氏が

各所で歓声や拍手が起こ

り、賑やかな雰囲気に。

最後に青年部員が制作し

たお菓子を「じゃんけん大

会」で争奪戦。喜んだり、

悔しがったり、おおいに盛

り上がりました。

今回のお菓子教室でも子

ども達の楽しそうな笑顔を

目の当たりにして、あらた

めてお菓子の持つ力を感じ

ました。子ども達を見てい

ると、シンプルに楽しむこ

とを感じさせてもらえ、青

年部員にとっても良い刺激

となるように思います。

京都府菓子工業組合青年

部広報・西井一樹

を間違えてしまった、道具

が足りないなど、その他も

ろもろ。途中から雨は降り

メートルのギネス世界

記録の更新、開催１週間前

の専門学校ハッピースイー

のお菓子屋さんであり組合

ルケーキ作りに挑戦。市内

県茂原市で世界一長いロー

ートルの予定でした。が何

ートルを超える為２８０メ

メ

せをし、当初は６月に台湾

にするかなど何回も打ち合

から具体的に何メートル位

開催しました。３ヶ月前位

つり実行委員会の元、企画

り上げようと茂原市七夕ま

の為にお店を休んで仕込み

トでした。他店ではギネス

出店準備とも重なりヘトヘ

ったので近隣のイベントの

ちょうど３連休の開催日だ

き、仕込んでは焼きの毎日、

毎日生地を仕込んでは焼

夜７時から深夜２時３時迄

３日前から、店が閉店する

りのパニックでした。開催

ってくれた皆様のおかげで

れました。ただ本当に手伝

良かったの一言に笑顔にな

れました。終わってみれば

更新し見事ギネスに認定さ

とか３６５・

う記憶しかない。結果は何

時までの予

ツさん、そして市民のみな

分から

出してくるなど頭は真白、

さんの協力を得て地元を盛

時

のいきなりの出来事にかな

・

メートル以上長い３２５

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

説明を行ない、間近で技を

わくわくした子ども達に

【紅葉】を制作体験。

を講義しました。

京都市立烏丸中学校にて

青年部お菓子教室を開催

月

京都府菓子工業組合青年
部は

長崎県菓子工業組合・岩

が活気付けば全て良しであ

り体験などこの月は休まる

のシュガーロードで１００

十月十日、十一日と出島

暇もない。でもこれで全て

稽古してきた腕の見せ所で

十月になると「長崎くん
で開かれる蔵出しフェスタ

ければいけないお菓子、変

ち」が始まります。三日（庭

ことが先行していました

少なくなり、お菓子の形態

見 世 ）、 四 日（ 人 数 揃 い ）

ります。しかしこれも若者

が変わってきています。そ

人カステラ（カステラをそ

ンが有ります。その他「さ

の中、多くの人に知っても
そして七、八、九日と続き

あります。町上げてのお祭

るく見聞館探訪（有料、期

ます。三日（庭見世）には

わっていくお菓子と課題が

長崎の「和、華、蘭」文

間あり、要予約）」、ランタ
らえるためには、パンフレ

で作るお面（ぬくめ細工の

が、お菓子の歴史、由来、

化は少し前回で登場しまし

ンさるく（ランタンフェス
ット活用や話し方が必要で

飾り菓子）や金花糖の鯛の

市立烏丸中学校にて、

の力が必要です。若者のパ

たが、長崎と言えば「長崎

ティバルの時、有料、要予

オーナーシェフが話すとお

砂糖菓子、桃饅頭、大きな

の二年生の生徒さん達と共

ワーに万歳である。

カステラ、桃カステラ」「ち

約 ）、 く ん ち さ る く（ 長 崎

客さんが真剣に聞かれ納得

栗饅頭、大きな桃カステラ

にお菓子作りを実施致しま

の場でカットする）のふる

ゃ ん ぽ ん、 皿 う ど ん 」「 か

くんちのとき、有料、要予

されます。オーナーシェフ

等が見せ場であり、甘いも

した。

まい、又、お菓子の練りき

らすみ」そして観光の「長

約）もあり、観光の盛りだ

の強みである。コンビニと

ののお披露目であります。

職業体験などが控えてい

りです。長崎の匂いがする

崎さるく」と言われる。「さ

くさんであります。私たち

は違う。このことも菓子の

砂糖文化が活きづいてきた

る生徒さんたちに向けて、

粘土を使った、創作和菓子

一瞬であります。

るく」とはぶらぶらすると

も地域を紹介する。又、自

歴史を背負っている我々お

町ならではであります。四

を作られるということで、

多いが、やりがいもあるの

言う意味があります。２０

店、商品を紹介する絶好の

菓子屋の使命なのかもしれ

日は町内で出し物の披露が

まず初めに上田孝博氏（葵

制作のポイントを丁寧に説

ではないでしょうか。

０６年から始まり今年で８

機会であると同時に、色ん

ません。過去、現在、そし

餅）が講師として、職業や

歳時記など、現在は核家族

年目となります。色々なコ

な話が出来るために自分自

て未来とつながる素晴らし
あり、七、八、九日は、年

自身の経験、時間の大切さ、

となり風習などを知る人が

ースの観光が楽しめます。

身も勉強するきっかけにな

番町、踊り町の本番である。

イベント続きの

全部でコースもあります。

ります（お菓子のことも、
い菓子、歴史のなかで生ま

年番町では、神様が旅され

•••••••••••••••••••••••••••••

一人でぶらぶら歩く「遊さ

れ、歴史のなかで活躍し、

恵比寿、大黒の砂糖と餅粉

る く 」、 予 約 し て ガ イ ド さ
地 域 の こ と も ）。 後 ２ 年 で

そして新たな歴史を築いて

ある事を感じてきました。

んに説明を受けながら歩く
年目を迎えるのですが、

どうゆう節目を作れるのか

その後各テーブルに青年

特別なその季節や状況で内

「通さるく（有料、要予約）」、

た豊子夫人も同様に地域に

㍍

役立つことが幸せに繋がる

のアンジェリークさん、あ

で樹立された２６８・

世界最長３６５・
る睦男氏は、声がかかれば

ようで、取材中は睦男氏の

んぽんたんさん、レーヴさ

明しました。

断れない性分で、過去には

話にうなずきながら実に明

ん、黒船菓子店、又、千葉

京都という土地への思い、

主力商品は「どら焼」と

民生委員や交通指導員など

るく楽しそうに作業をして

るお供とお世話役、そして、

「石佛饅頭」で、しっとり

の大変な仕事を引き受けて

いるのが印象的だった。

いく支える主人公となるで

竹場に移っ

ふわふわの生地に北海道産

しまった時期もあり、どん

そんな地域に根付いた髙

迎えるのか楽しみでも有り

た。近くには後に彫刻とし

大納言を使用した粒餡の優

なに本業が忙しくとも献身

進堂も現時点では後継者不

容が変わる「学さるく（有

て九州で初めて国宝に指定

しい甘さがマッチした「ど

的で協力を惜しまない姿勢

在なのだが、豊子さんが笑

大分県の東海岸に位置す

お菓子教室

しかありません。ずっとあ

日千葉

されることになる臼杵石仏

ら焼」は遠方から求めてく

を貫いている。店舗内に飾

50

をしてまで協力して頂いた

10

と先日同じ千葉県野田市で

月

があり、当時は胴体から自

る人も少なくない評判の逸

られた数ある賞状等の中で

髙橋睦男氏（

２０１５年

然に転げ落ちたと言われる

品であり、一方の「石佛饅

今後の子ども達への期待等

大日如来像の大きな仏頭が

頭」は元々既に廃業した同

踊り町にとっては六月から

子店（朝日堂）に弟子入り

存在感を放っており、周辺

あろう菓子。残していかな

し、数年間修業した後に同

は観光客で賑わい、交通量

顔で言うには、福岡でサラ

ます。今までお菓子を作る

る臼杵市の自然豊かな小さ

市新川という地で開業した

も、昨年、高校統合により

リーマンをしている長男さ

料、 要 予 約 ）」 と ３ パ タ ー

い町で、祖父から受け継い

のが始まりで、５年ほど経

市田町の老舗和菓子店（花

閉校となった臼杵商業高校

現在の場所

だ和菓子の味を守り続けて

の多い道路沿いに店を構え

月堂）が長年製造販売して

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

いるのが髙進堂の二代目
った後、もっと立地条件等

直したせいもあって商売は

んの後を継ぐ意思がゼロで

10

世界一長いロールケーキ作り

メートルと

時。正直大変だったと言

定だったが気が付けば何と

15

に合わないかも距離が遠す

然間に合わない。どこが間

加型イベントだったので全

に超える大想定外。一般参

ていましたが予想をはるか

になる事はある程度予想し

ました。さて当日、想定外

あってこの企画が実行でき

ので、みなさんの団結力が

がけて行けたらと思います。

を笑顔に出来る様、毎日心

す。これからも地元の人達

にできる一つのアイテムで

が、お菓子はみんなを笑顔

が参加させて頂いた訳です

ルケーキと言う事で自分達

います。今回テーマがロー

りがとうと思い続けると思

支部・谷川剛一

千葉県菓子工業組合茂原

した器材が動かない。分量

復、電力が足りなくて持参

ぎて端から端まで何度も往

42

18

地域に貢献できる喜び

才）である。

の良い場所をと市内を探し

はなく、またお孫さんも将
来やる仕事の選択肢の一つ

から贈呈された感謝状には

に入れてくれているとのこ

特別な思いがあるそうで、
閉校が決まって実施された

とで、地元の人に愛される

いた銘菓で、廃業により姿

商売体験学習の中で、髙進

を消したところ、方々より
惜しむ声が上がり、それほ

堂は学生たちが販売するた

そんな中、幼い頃から菓

ど郷土の人に愛された菓子

繁盛し順調に運んでいった。

子作りに関心のあった睦男

なら後世に残さねばと睦男

店舗や菓子は誰かが受け継

氏が高校卒業と同時に祖父

ぎ残るべくして残っていく

のもとで働くこととなり、

めの商品を提供し、仕事経

ものだと感じた。

氏が全てを譲り受け平成

験値の向上並びに母校での

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

最後の思い出作りに貢献で

菓子の製法や原材料へのこ

年ごろ見事に甦らせたので

たとのこと。約

ある。
このように日頃から地元

い二人三脚で店を守ってき

だわりを受け継ぎ、現在も

の人への感謝を忘れず、常

きたことは本当に嬉しかっ

用しない和菓子を毎日丁寧

に期待には応えたいと考え

年寄り添

にこしらえ店頭で販売して

50

23

39

14

髙橋治郎

髙進堂は初代

髙進堂２代目 髙橋睦男氏

15

30
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「パティスリー・ドゥ・シェフ・フジウ」
オーナーシェフ

会栃木県支部と共催による

藤生義治氏 による洋菓子技術講習会

日（水）大

菓子の講習会を開催してい

フィズリー、焼菓子を中心

ション・オ・パンヴリュ」

とした内容で行われ「ソー

「 ニ ソ ワ・ シ ョ コ ラ 」「 サ

る。
前日、宇都宮市内のホテ

ブ レ・ シ ト ロ ン 」「 パ レ ピ

ルで藤生義治氏を囲んで、
東京製菓学校、事務局、福
ニョン」「クロケット・ノワ」
「ギモーブ

フレーズ」「ボ

西正晴氏、当組合齋藤高藏
理事長をはじめ組合役員に
オレン

技術講習会を、藤生義治氏

月

栃木県菓子工業組合で
は、去る
ンボンペクチン

を講師に開催した。当組合

よる懇親会が催された。当

和食品株式会社（宇都宮）

ー特有の微妙な温度加減な

した。途中、コンフィズリ

アマンド」以上８品を紹介

層の方々が参加

ど細かな内容で指導され

り特に若い年齢

名の会員の参加があ

フィュテ

日は

ジ 」「 ボ ン ボ ン

では１年おきに和菓子と洋

時から斎

された。講習は

藤友紀雄専務理

さが伝わり盛況な講習会で

の質問もあり、会員の熱心

た。講習会の最後には多数

午前

事の司会で始ま

それぞれ持ち帰られた。
栃木県菓子工業組合副理

事長・小泉信秀

•••••••••••••••••••

職人の心意気を学ぶ

史や、地元にちなんだ商品

聞くことができてよかった。 いた。

は「作り方の思いをじかに

ながら学びたい」と語って

こと、地元の店舗と協力し

などについて熱心に質問し

務局長・高橋義明

和歌山県菓子工業組合事

て伝統的な和菓子の復活や

和菓子の伝統を守るため

には何が大切なのか楽しみ

初日は新市長、金子ゆか

した。

りさんも、売り子になって

諏訪地域内外の食が集ま

出店、長蛇の列。体験ブー

き玉子の専門店８ブースの

ォアグラのステーキ、厚焼

のこ中毒防止月間（諏訪保

産物の販売や、長野県のき

た。姉妹都市の伊東市の海

て販売に協力してくれまし

多くのお客様に、声をかけ

る「諏訪うめえもん市２０

スの和菓子体験コーナーは

イベントに積極的に出店して

「うめえもん」
ずらーり

•••••••••••••••••••••••••••••

同会の山本智子事務局長

ていた。
人。

創作することを目的として
いる。会員は約

ウオークは今回初めて実

名が参加。ＪＲ

施し、和歌山市の女性を中

紀伊田辺駅周辺を出発し、

心に会員

（代表：鈴木裕範和歌山大

「菓心 富美堂」老舗３店

「辻の餅」「三徳小西菓子店」

田辺市で「和菓子ウオーク」 開催

紀州の和菓子を考える会

学客員教授）

舗を訪れた。

は和歌山県田
辺市で「和菓

月３日４日諏訪湖イベ

１５」（諏訪市観光課主催）

健福祉事務所主催）に合わ

が

せて「きのこ中毒防止展」

１９０５年創業の「菓心

（やしょうま生地で花梨の

も開催、１００種以上のき

富美堂」では、店主の森山

花）作製や、食品サンプル

子ウオーク」

ントホールで開催された。

制作コーナーなど５コーナ

のこを「毒、不食、食」の

を開いた。市

うめえもんとは、諏訪地

３種類に色分けして展示、

昌彦さんによるかしわ餅作

方の方言で、美味しい、旨

ーは、申し込み殺到。

人垣が出来るほどの賑わい

街地の和菓子

森山さんは「菓子を１万

イベントは、ブタの丸焼

りを見学した。

いの意味。少し紹介します。

き、マグロの解体ショーや

店３店舗を訪

菓子、パン、地酒、漬物、

でした。

問し、職人の

個作って売れたらいいので

蜂蜜、果実の、地場産品に、

諏訪の食文化を発信し、

なげようと今年で９回目、

り齋藤高藏氏が

心意気を学ん

はなく、たとえ１０００個

目玉は石巻市の「石巻の秋

観光振興や地域活性化につ

色々な企画も成功し、２日

あった。最後に柿沼賢副理

でも味わって食べてもらい
和歌山県の

ブースの、物販

刀魚を諏訪で食べよう」の、

んまの無料配布に人気で、

間、天気にも恵まれ、７千

挨拶された。橋

だ。

鮮魚等、

さんまの炭火焼きと、生さ

出足好調。舞台では、中学

事長による謝辞があり閉会

コーナーは賑やか。飲食コ

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

生、高校生の吹奏楽や太鼓

した。帰りには当日紹介さ

たいという気持ちで作って

ーナーはラーメンから、フ

にも認知される銘菓である

本将樹氏、古田

いる」と菓子作りへの思い

が、私は『栄福堂』さんは

明秀氏、畑中正

和菓子文化を

を語った。会員達は店の歴

を生クリーム入り黄身餡で

れたお菓子を藤生義治氏の

学び、まちづ

閉じ込めた焼き菓子の『福

運氏が助手を務

くりに生かす

早く一人前になりたいとの

和菓子作りを森山昌彦さんから熱心に聞く会員

一心で何でも身に付けよう

お店のオリジナルのパッケ

ングモールで餅・赤飯・朝

て、地元の方々に愛され続

の実家の漁船である栄福丸

いたが、明広さんは、修行

と必死だったとのこと。

マ ロ ン 』、 渋 皮 付 き の 栗 を

地元地域のお客様の生活に

こんな雰囲気の中、当諏

で、大賑わい。

とも、今年も完売しました。

子ブースも好評にて各店舗

余名の来場者があり、和菓

諏訪市菓子組合は、消費

訪市菓子組合員９軒が、各

拡大対策として、人の集う

密着した、知る人ぞ知る和

店舗の逸品を数点持ち寄

イベント等に、企画から積

菓子店である。と思いまし

り、一割程値札を下げて販

まるまる一個をミルク餡で

た。また、先代孝志氏のご

売、売り子は各店主が交代

包んだ乳菓の『美姫栗（み

夫婦と明広氏のご夫婦の２

今、お店には、工芸菓子

き ぐ り ）』 が 目 を 引 く、 ネ

世代でお店を切り盛りされ

が中心置かれお客様にお菓

ーミングが楽しい『姫の恋

をはじめた当初から、地元

子の深みを紹介され、次に

路』はカスタードクリーム

姫路の和菓子屋の勉強会

創業当時から人気の、朝生

極的に参加することにして

の名前から屋号を『栄福堂』

「白鷺会」で学び、その後

菓子がところ狭しと並んで

で、日頃のご無沙汰に対応

と名付けられ創業された。
歳

「菓楽会」の発足時から修

る『栄福堂』に深い感銘を

現店主の明広さんは

行の場・学びの場として現

を中に入れたふ～んわり食

歳で父の孝志氏

いる、その中で今一番人気

で結婚。

のもとで修行を続け、平成

在も「菓楽会」活動されて

宮本

山日生市（漁師町）の出身

年にお店を継がれた。

受けた。

来年２、３月に

います。

感のカステラなど、観光客

諏訪菓子組合連合

姫路城の大手門前の家老

の栗の甘露煮を丸ごと一個

創業当時から、ショッピ

屋敷跡にある『姫路の宝蔵』

会主催の、第

回

でも銘菓のひとつとして

諏訪うめえもん市２０１５

いる。当時は、生活の為に

けるお菓子店を営む『栄福

42
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堂』の２代目店主

で中学卒業後すぐに、親戚

地元に密着した和菓子店

たが、お城は奇跡的に助か

であった伊丹市の『満井幸

TEL：079-282-0424

明広さんを訪ねた。創業者

った城で、地元では『平和

栄堂』で修行され、出身地

ベネショッピングセンター内

店舗データ

姫路市城東町野田 1－3

宮本孝志氏は、岡

兵庫県姫路市は今日本で

のシンボル』とも呼ばれて

日の７か月で

姫路城すぐ近くの姫路の宝蔵

〒 670－0841

18

左から『福マロン』『美姫栗』『姫の恋路』

栄福堂

の先代

一番人が集まっている？で

いる。今回はそんな姫路城

年３月

日に、グ

平成

月

城者をお迎えし、姫路城周
辺はもとより、姫路駅周辺
も大変な賑わいとなってい
る。姫路城は１６１４年に
池田輝政によって築城され
て以来、一度も戦いに巻き
込まれずまた、先の大戦で
も周辺は空襲の被害を受け

創業者・宮本孝志さんと２代目・宮本明広さん

はと地元では思っている。

ン以来

とである。グランドオープ

化遺産で国宝の姫路城のこ

ランドオープンした世界文

27

約１８９万６０００人の入

28

ちなみに『姫路の宝蔵』

に開催する予定で

かで土（日）曜日

５周連続毎週どこ

すわをかしまつり

をはじめ姫路城周辺では姫

す（ 企 画 中 ）。 い

を、５支部担当で、

路菓子組合加盟のお菓子処

い効果があらわれ

『栄福堂』さんの商品が販

がお菓子で『お・も・て・

ています。

河西邦彦

組合諏訪支部長・

長野県菓子工業

な・し』を合言葉にされ、

ク長・天野治

全菓連青年部近畿ブロッ

います。

姫路の町はお城に賑わいで

売されています。

10

27
10

16

栄福堂

生菓子を中心に営業されて

ージに詰めて、会員の方が

50

年

め藤生義治氏の

21

岡山（日生）と修業の地、伊

得意とするコン

和歌山

丹の中間の姫路で昭和

洋菓子技術講習会

において東京製菓学校校友

14

藤生義治氏

野

長

10

10

の す ぐ 近 く で、 親 子 ２ 代

55

木
栃

２世代の夫婦で協力しあっ

15

10

平成27年11月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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第920号

三重菓子博に向けて
で会う機会があり︑その機

アピタ桑名店店長とは会合

ップを維持している店舗

の中でも常に売り上げがト

アピタ桑名店は︑アピタ

ら︑継続したいと全員が申
名菓子業組合の会員さんに

新米ではございますが︑桑

のイベントにも参加いたし

を５回ほど行い本番の９月

していただき︑その後会合
しみ︑桑名菓子業組合も例

くさんのお客様が祭りを楽

年参加しまして売り上げも

とは光栄ですと逆にお願い

日を迎えました︒

され︑実現の運びとなりま
した︒

ク後でお彼岸のお中日後の

した︒さすが実演販売は︑

きんとんを実演販売致しま

売および季節の和菓子の栗

で考え出したお祭りで定着

グリーフェスタも新興住宅

タにも参加いたしました︒

その次の秋のイベント

最悪の日時だと半分あきら

お客様が作り方を興味津々

していますので︑たくさん

例年並になりました︒

めていましたが︑逆にアピ

にご覧になって沢山のお客

のお客様が祭りを楽しみ︑

当日は︑各店の銘菓の販

タ桑名店店長が︑シルバー

様がご購入していただきま

日時は︑シルバーウィー

ウィークはお客様が遠出を

した︒

り︑おおよその売上金額を

そして店長のお言葉通

になりました︒

しまして売り上げも例年並

桑名菓子業組合も例年参加

月３日グリーフェス

しているので︑シルバーウ

維持することが出来ました︒

で︑

ィーク終了後の方がアピタ

来店をしてお買い物をして

桑名店には沢山お客様がご

頂けると︑うれしいお言葉

まだまだ組合長としては

月９日〜

支部長・相馬泰夫

日

三重県菓子工業組合桑名

す︒

い大成功にしたいと思いま

三重菓子博のＰＲ活動を行

した︒これからもどんどん

も含めて観光に行ってきま

に行きメイン会場等の下見

恒例の研修旅行で伊勢志摩

子業組合も

きました︒そして︑桑名菓

の会場でチラシを配って頂

三重の方々が桑名まつり博

そのＰＲにミスユニバース

で菓子博が開催されます︒

また︑再来年には三重県

いと思います︒

発展に微力ながら努力した

気に︑そして菓子業組合の

ではございますが桑名を元

助けて頂きまだまだ不景気

しておりました︒

ました︒桑名まつり博は︑

日桑名まつり博

上のご来客があると伺い断

桑名の秋祭りとして定着し

日〜

次の秋のイベントで︑

然やる気を出し︑桑名菓子

月

さんで実演販売をさせて頂

業組合会員全員にご案内を

で︑平日でも７０００人以

会に冗談半分で当方の桑名

けないかとお伺いしました

ているお祭りですので︑た

菓子業組合がアピタ桑名店

ところ︑店長も桑名菓子業
店舗の皆さんが協力

日〜

行い

店の実演販売９月
日のご依頼を頂きました︒
組合で参加していただける

そして早々にアピタ桑名

秋のイベントに積極参加

本年度より三重県桑名支
部長をさせて頂く事になり
ましたのでよろしくお願い
私ごとではありますが︑

25

10

平成

月６日︑石川

周年記念式典が

において︑石川県菓子工業
組合創立

周年記念講演会

盛大に開催されました︒

石川県菓子
工業組合

る和菓子にとって追い風に

は︑健康的な菓子といわれ

健康を求める意識の高まり

商品である︒また︑国民の

に誰もが購入できる単価の

安らぎを提供できるととも

面があり︑お客様に憩いや

和菓子は心の栄養という側

ってはいけない︒一方で︑

題にいたずらに悲観的にな

困難があるが︑こうした問

参入と競争激化など数々の

ました︒

信じている﹂と熱く語られ

健全に発展していくものと

ば︑和菓子は将来に亘って

る︒そうした対応ができれ

良さを磨く事が求められ

に訴えるために対面販売の

和菓子の商品特性をお客様

事が何よりも大切であり︑

菓子の商品力を高めていく

は︑それぞれの店で売る和

和菓子であり続けるために

れる中でお客様に選ばれる

引き続き行われた記念式

なるものであり︑年中行事
との結び付きも依然として

典は︑小出進理事長による

労者表彰

那

中小企業団体中央会会長︑

お一人ずつご祝辞を頂戴い

屋芸妓の一調一舞で開宴︑

日根野栄蔵︑

表彰を行いました︵全菓連

山田修路参議院議員︑谷本

菓子工業組合顧問でもある

彰されました︒ご来賓の県

藪光生氏が記念講演

たしました︒

大窪幹夫全菓連理事長から
宜伸︑村山圓

谷忠雄︑丸山

八︑小泉守人︑

久村俊昌全菓連中部ブロッ

祝賀会は︑金沢のにし茶
哲男︑杉平淳

神保秀次︑通

一︑能崎明夫︑

業組合理事長︶が乾杯のご

ク会幹事長︵愛知県菓子工

発声︑井沢義武県菓子工業

徳山康彦︑泉
幸男︑中崎龍

理事長表彰

正憲石川県知事︑山出保県

10

周年実行委

企画委員会・深沢大

石川県菓子工業組合事業

ました︒

未来に向かって思いを馳せ

のりに感謝し︑これからの

閉宴︑参加者は半世紀の道

員長が謝辞を述べ和やかに

後に︑諸江隆

のお言葉を頂きました︒最

谷満寿裕珠洲市長から御祝

して組合員でもあります泉

盛雄県洋菓子協会会長︑そ

組合金沢支部元顧問︑鍋島

雄︑髙木慎司︑
敬 称 略 ︶︒ 受
賞者を代表し
て那谷前理事
長が謝辞を述
べました︒ま
た︑組合員事
業所に長年勤
務する永年勤

故中田龍一︑役員功

橋爪孝志︑役員特別功労者

続従業員も表
化社会の到来も和菓子にと

挨拶で開幕︒過去

表彰

年の歴史に思いを馳せた

強い︒さらには今後の高齢

等による企業数の緩やかな

っては︑むしろ有利な面の

故組合員へ黙祷を捧げた

年の物

減少︑原材料や資材の高騰︑

後︑組合への功績を称える

への対応の困難︑異業種の

人手不足の慢性化︑法律等

ひとつである︒こうした面

品需要の低迷︑後継者不足

えられているものの︑贈答

り︑堅実な家庭内消費に支

務省家計調査報告に見る通

藪氏は﹁和菓子産業は︑総

ーマにご講演頂きました︒

子業界の現状と将来﹂をテ

専務理事藪光生氏に﹁和菓

として︑全国和菓子協会の

まず︑

50

お客様に選 ば れ る 和 菓 子 で あ る た め に 藪 光 生 氏 が 記 念 講 演
年
10

県金沢市のホテル日航金沢

27
50
50

を生かし︑供給過剰といわ

50

50

祝！創立 周年記念式典を開催



いたします︒

24
11

次回もご縁がありました

10

10

を頂きやる気になりました︒

11

24

27
アピタ桑名店で実演販売
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（７） 平成27年11月15日

代表取締役社長）を

西日本食品産業創造展では、河邉哲司氏（株式
会社久原本家グループ本社
講師に迎え「モノ言わぬモノにモノ言わすモノづ
くり」をテーマに講演会を行いました。

先月号より続く。
に、量を追う部分に入るべ
き で は な く、
＂ちょっと値
段は高いがおいしい＂とい
うものを目指していかねば

その②

は、これからもっと激しく

る。九州のメーカーの競争

けないかを常々考えてい

べきか、どうしなければい

今からどう生き残っていく

九州地方の食品会社が、

ことを徹底的に追及し、量

くないこと、手間がかかる

が大事ではないか。やりた

ず、本物を求めていくこと

このため、手間暇を惜しま

を大切に商いをしている。

持って買って下さるお客様

少し高くても、こだわりを

ている食品会社で、規模が

とが重要になる。通販をし

売るか、通信販売で売るこ

ちょっと値段は
高いがおいしい
というもの

なるだろう。そうすると大

産を求めるのではなく、価

ならない。椒房庵も価格は

手と同じような商品を作っ

値を求めながら、商売をし

があるもの、高くてもいい

ら、値段よりも本当に価値

かが勝負ではないか。だか

た。これをいかに利用する

いう有益な手段が出てき

なかったが、今はＷｅｂと

売っていただかないと売れ

今までは流通のみなさまに

逆にいえば地方の企業は、

かと、試行錯誤している。

ビジネスモデルができない

を融合させた形で、新しい

り広げず、通信販売と店舗

をいただいているが、あま

ことに、たくさんオファー

きたい。店舗もありがたい

こにでもあるものではな

いただいている。これはど

思いもしたが、今は置いて

らうことができず、悔しい

東京のスーパーに置いても

たれ」で経験した。最初は

はこれを「キャベツのうま

方の旗を立てることだ。私

それから、大事なのは地

求めていくかが鍵となる。

手間暇を惜しまずに本物を

ため製造や開発は、いかに

に は 進 ま な い。＂ 永 続 ＂ の

判断すれば、間違った方向

に＂永続＂という物差しで

ない案件があるが、その時

いいところを真似していく

喜ばれた」と話してもらい、

様にこういうことをしたら

１回「私どもの部門はお客

った。各部門から１か月に

を結ぶ『お結び課』をつく

い、管理部の中に人と人と

かを徹底的に考えようと思

だくか、感動していただく

いかにお客様に喜んでいた

い」と言っている。また、

客様目線で物事を見なさ

で「お客様に寄り添い、お

ら」とおみえになる。なの

様は「あなたに会いたいか

あり方が重要になる。お客

所があったので、私自身も

年前まですぐ横に本社事務

なかなかできなかった。３

言うはやすしで実際には、

送りをきちんとする。ただ、

なしをする。加えて、お見

か？」とお聞きし、おもて

か、コーヒーが宜しいです

ように「お茶が宜しいです

すなら普通の喫茶店と同じ

ことになった。せっかく出

料でコーヒーをお出しする

いろなアイデアが出で、無

いよね」という話からいろ

で来てくださる、ありがた

「わざわざお客様が遠くま

そのような状況の中で、

り前のごとくできるように

ようにしている。

なってきた。社長や上の人

られたものだ。それを後発

く、＂ 博 多 な ら で は ＂ に こ

で、周りは地元の方の家と

間がやろうと言っても、な

拶をしてくれた。このこと

からおいしいものを求めて

田んぼである。町内の方は

かなかできるものではな

向になる。我々は難しいこ

何十回も注意しに行った。

りにくい、わかりづらい、

通るが、町外の方はほとん

い。長いことかかったが、

そして、最近、本当に当た

入り口はすごく狭い。けれ

ど通らない道沿いに店舗を

今では当たり前にできる。

久山本店は工場の横に古

ど入ったらなかなか出られ

作った。当初は、お客様に

民家を移築して作ったの

ない。地方の旗をしっかり

来ていただけるのか不安が

だわった結果だと思ってい

と立てることが、大事な要

る。地方の企業の戦略は売

素ではないか。

いけば、活路はある。

大事な物差しは
永続
我々の一番大事な物差し

ていてはいけない。では、

は＂永続＂だと考えている。

どういう商品を作らねばな

日々いろいろなことに出く

大きいところは少ない。だ
から、食品会社の通販でナ

に、少しずつ変えていった。

ンバーワンになれるように

ながら私どもなりのもの

とにかく自分たちの独自性

販売方法は、お客様に直

だけで仕事が始まります。

ありがたいよね」と言った。

接お届けすることを大事に

とをしているわけではな

たかだか挨拶でなぜ、商売

を徹底的に追求していけ

「くばら」ブランドの商品

それが文化になっていく。

い。簡単なこと。でも「こ

ば、ジャンルは同じでも、

も確かにスーパー流通系に

あった。

ういうことをしてくれたら

が始まるのか。それは、い

自分たちなりの良さが必ず

その上で、働く「人」の

性があれば値上げをさせて

嬉しいよね、こういうもの

いということを分かってい

わし、判断しなければいけ

げさせていただいた。流通

いただくことはできる。価

ても、よそができない。そ

今後はもっと力を入れてい

う意思がないと長続きしな

のみなさまに売っていただ

があったらいいよね」とい

したい。店舗を作って直接

あっただけだ。では、我々

い。 だ か ら、「 キ ャ ベ ツ の

う小さなことを徹底的に積

入っているが、大手のよう

の会社はどうなんだろう。

格決定権のある会社、そし

ライトだけではなく、年に

ている。デザインとコピー

にどうしたらいいか」とい

よく「商売の永続のため

とだめだ」といわれる商品

的に「久原の商品じゃない

ないだろう。だから、徹底

買われただけでは、永続し

の後のパッケージングなど

までは真剣勝負なのに、そ

とが必要だと思う。味作り

するＣＭをどんどん流すや

いでいる。葉っぱに投資を

っこに投資をするという思

グの部門を作った。私は根

それから、マーケティン

のではなく、たまたま便利

この店が気に入られていた

げは下がる。これは別にそ

コンビニが出たら、売り上

るコンビニの横に対抗する

りやすくいえば繁盛してい

かがですか」という。わか

ら、この価格で売る」とい

価値を付けて作ったのだか

だけど、我々はこれだけの

に 合 わ な い。「 よ そ は こ う

う理論で値付けしたら絶対

のぐらいでなければ」とい

がこうだから、我が社もこ

と は、 価 格 決 定 権 だ。「 他

永続するために大事なこ

か。たまたま目に留まって

は結構軽く思われることが

り方もあるが、根に投資を

がよかったから売り上げが

ーさまが工場見学にみえ

けた時、いろいろなメーカ

昔、ＯＥＭのタレを手掛

ればいいことをみんなが１

ていただける。従って、す

できており、これが評価し

たい。日本の人口は減るの

将来はぜひ海外に挑戦し

うことができる。

ランドになり、永続に向か

との差別化」をたくさん、

とか「よそよりも、ちょっ

りをするとか、お茶を出す

来て下さった方へのお見送

してする。例えばわざわざ

「ちょっとうまく」を徹底

ないものを作る。人よりも

人がやらないもの、やれ

さんありがとう。また取引

た。全体朝礼をする時「皆

ですよ」と言っていただけ

わるから、取引してもいい

業員の皆さんの気持ちが伝

ーも「工場の規模より、従

りがけに大手の食品メーカ

こだわってきた。すると帰

ちんと言おう」と話して、

なでいらっしゃいませとき

のではない。諸先輩方が作

が、私がゼロから考えたも

も明太子もだしもそうだ

したわけではないし、タレ

なる。特別に難しいことを

し、一致団結すれば何とか

な醤油屋でも、志を１つに

我々みたいな地方の小さ

ジしていきたい。

で、海外にもっとチャレン

日本代表のような気持ち

っているメーカーとして、

食を支える大事な商品を作

う。醤油とだしという、和

業でもやるしかないと思

よ そ よ り も 、ち
ょっとの差別化

つずつ、徹底的にする。

かつ徹底的にする。そうす

が叶いました。皆さんが挨

で、海外に挑戦しなければ

ると小さいことでも、たく

う。我々のような地方の企

ならない時代が来るだろ

さん重なった時、違った方

終わりに

た。「 挨 拶 を し よ う。 み ん

出てくる。それが１つのブ

てそういった商品をつくる

また、当社はデザイン事

４回作っているカタログ誌

う質問を受ける。私は「本

作りをするしかない。

ある。大事な部分だと思う

することによって自然に幹

れだけだ。我々はきちんと

く商品でも、ある程度独自

務所を持っている。これが

も自分たちで企画し、取材

当に望まれた会社なのか、

ので、私は自分のところで

や枝が大きくなり、葉が茂

み重ねている。

うまたれ」も数年前に値上

珍しいのではないか。今は

して膨大な時間を費やして

望まれた商品を持っている

といけない、と思って買っ

コピーライターとデザイナ

いる。私どもの商品は、す

絶対にやろうと思い、デザ

ことが大事ではないか。

本当に久原の商品ではない

る形がいいと考えている。

センスは良く、素晴らしい
スタッフが集まってくれた

ーなど６名いる。通信販売

べてデザイン事務所が関わ

ので、我が社の頭脳になっ

をする上で、開発の時から

のか、と自問自答したらい

最後の大事だと
思うところ

一緒に入り、社員と同じ気

って、世に出ていく。

ていただいているのだろう

持ちで、商品を売り出すこ

価格決定権のあ
る会社として、
商品をつくる

味噌だが、彼ら彼女たちの

ていくしか方法はない。

河邉 哲司 氏（株式会社久原本家グループ本社代表取締役社長）

らないのか。例えば我々、

モノ言わぬモノに
モノ言わすモノづくり

イン事務所を持った。手前

久山本店
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全菓連では︑全国組合幹部研修会で栁邦明氏︵な
ごみコンサルティング〝インド〟代表取締役社長︶
を講師に迎え︑﹁地域と共に歩むお菓子屋〜世界進
出編﹂をテーマに講演を行いました︒聞き手は本
紙でもおなじみの尾関勇氏︵株式会社アンゼン・
パックス代表取締役社長︶にお願いしました︒

は︒栁邦明と申します︒
１９６９年東京に生まれ
まして︒今おっしゃってい
ただいたとおり︑私と尾関
さんは２００８年に初めて
デリーに行きました︒そこ
で全く違った体験があった
のです︒日本というのは何

そこで起業を考えていらっ

産業をされている方です︒

ておりまして︑今では不動

店を六本木でご実家がされ

ですけども︑元々昔︑飲食

やったらインドに行ってお

せていただきました︒どう

私もパティシエの紹介をさ

タートでこれたのか？実は

で︑全くのど素人からのス

どうやって彼がここま

現地の方は皆知っています︒

どは︑日本では無名ですが︑

グとか店名のＩｒｏｈａな

です︒

いかなという様に閃いたの

うなかで何か自分ができな

力が必要なのです︒そうい

に入れるためには相当な努

インドというのは︑何か手

うな国なのですけど︒一方︑

何でもその場で手に入るよ

し︑自分が欲しいと思えば

けばコンビニがあります

でも揃っていますよね︒歩

しゃったところ︑たまたま

菓子の仕事ができるのか︒

栁邦明さんは︑

インドが今の状態のように

尾関社長

なるちょっと前︑そのとき
また︑世界進出といいまし

その①

とが大事です︒パートナー

口をきいてもらうというこ

自分のやる意思と計画で︑

テン系な方が多い︒やはり

変優秀でして︑ただ割とラ

ドの方というのは︑頭は大

やはり︑あくまでもイン

ことではございませんね︒

らないからできないという

けど︑決してインド人を知

れたというのもあるのです

ね︒

良いかなという感じですよ

く方は︑必ずあったほうが

というか口をきいていただ

ますが︑やはりパートナー

じなのかなという様に思い

ぶん中国とか他の国でも同

がいればできる︒これはた

めにも︑どなたか知り合い

し︑少し社会に入り込むた

願いしてもできることです

ので︑それこそ栁さんにお

入っている日本企業は多い

これはなにかというと﹁Ｍ

政権が運営されています︒

ふうにスローガンをうって

ｉｎ

Ｉｎｄｉａ﹂という

スといいまして﹁Ｍａｋｅ

おりますし︑モディノミク

設備にも非常に力を入れて

のです︒で︑今インフラの

だから︑全く環境が違う

ぐらいですけど︒

検のときにしか動かさない

ェネレーターというのは点

まして︒普通︑日本だとジ

か︒うちの従業員達で１万

栁社長

い︒同じぐらいですかね︒

はやっぱり中国よりも低

ながら︑平均賃金というの

販等も成長が凄い︒しかし

大変な人民が動き︑また物

思うのですけど︒ですので︑

ね︒中国はちょっと違うと

主義で世界最大の国ですよ

挙︑つまり国民が皆︑民主

とおり世界で一番大きな選

います︒インドはご存知の

昨年の５月に政権が交代し

あともう１つ︑インドで

たり前ですよね︒でも︑私

と停電がないというのは当

ても有名な州です︒日本だ

のは停電がない州としてと

という意味なのですけど︑

ａ﹂というと﹁インド製﹂

ａｄｅ

Ｉｎｄｉ

いうのは１万２千ルピーぐ

大体賃金︑私が初めた頃と

らいですかね︒ですので︑

５千ルピーだから２万円ぐ

ショッピングモール

でやっていらっしゃる方が

たのです︒今まで国民会議

Ｉ

だきたいのですけど︑２つ

ところからお話させていた

てどういう所なのかという

生活しているような人達

す︒なので︑例えば路上に

皆仕事がきたりするので

ぜかといいますと︑携帯で

話を持っているのです︒な

ませんが︑かなり改革派な

方もいらっしゃるかもしれ

日本に来まして︑ご存知の

という方ですけど︑９月に

を取りました︒モディさん

人民党というところが政権

りかにＢＪＰというインド

レーターが動くのですけ

栁社長

ているときは大変という︒

尾関社長

のです︒

に３〜４回は停電している

ｎ

いう意味で﹁Ｍａｋｅ

品物を輸出しようと︒そう

う１つは︑インドで作った

に誘致しています︒あとも

う意味で︑外国資本を非常

ージで間違いないかなと思

ップするというようなイメ

大体︑毎年

年間でアップしています︒

ｉｎ

派というのが政権を持って

この﹁Ｍａｋｅ

どうなんでしょう

いなくても︑インド社会に

インドという国

がいつも行っているグルガ

今日はトピックスを持って

も︑携帯だけは持っていた

のです︒クジャラート州と

ｉｎ

何年ぶ

きました︒

りするのです︒そうやって

いたのですけど︑

１つはスマートフォンで

今︑ここ１〜２年でスマー

は︑ほぼ高い割合で携帯電

尾関社長

す︒皆さんも︑もしかした

さてまずインドっ

らいですね︒ですから

に﹁Ｉｒｏｈａ﹂というお

パートナーのお話がありま

らスマートフォンをお持ち

栁社長

ｎ ｄ ｉ ａ ﹂︑ ま さ に﹁ イ ン

店をオープンしました︒非

したが︑たしかスズキ自動

オーブンで焼い

ｉ

Ｉ ｎ ｄ ｉ ａ ﹂︑ こ う い

パーセントア

パーセントぐらい︑今３

います︒

尾関社長

ありがとうござ

でだったら中国に行ったり

て︑あそこまで大きくなら

支配されていた国ですの

ですけど︑元々イギリスに

言語はヒンディー語なの

ますけど︒インドというの

のです︒なので︑消費も非

が今︑爆発的に増えている

ル層︑要は中間層というの

かでアッパーミドルとミド

あるそうです︒で︑このな

いますね︒

得者達にやれるビジネスを

Ｐ政策︑ポイントは︑低所

しては︑プア層です︒ＢＯ

ともうひとつアプローチと

アプローチの仕方です︒あ

くかというのが︑ひとつの

そのクジャラート州という

に動くので︑この前故障し

尾関社長

き出物というか︒

かも結構あるのですか︑引

でお菓子を振るまったりと

尾関社長

らい豪華絢爛に︒

うに言っています︒それぐ

停電するとジェネ

ドの地で物を作ろう﹂とい

ても︑インドという国でど

常にスピーディーにオープ

車の子会社のマルチスズキ

〜

オンというデリーの傍にあ

のようにビジネスを始める

ンできたのも︑インド人パ

うふうに今やっていますね︒ います︒では︑インドの概

る所ですけど︑そこは１日

﹁インド︑これから可能性

ことができるのか︒是非︑

ートナーがいてくれたから

ど︑これがあまりにも頻繁

だとか︑アメリカに行った

で︑英語が公用語なのです︒

常に大きいですし︑成長し

月

あるぞ﹂となりました︒イ

栁さんの体験から皆様︑今

いう州の前知事です︒今︑

した︒

りとか︑そういう所から始

なので︑私もヒンディー語

そして２０１１年の

ンドビジネスが︑中国に次

日学んでいただければなと

トフォンが爆発的に増えて

年ほど前に知り合ったの

私も一緒に行きましたが

ぐ大きな市場と言われてい

の方がいらっしゃると思い

ろは土がむき出しになって

まると思うのですけど︒日

は喋れないのですけど︑英

展開する︒この２方向で今︑

今︑インド人の

ますが︑お菓子屋さんでは

もパートナーの方とされ

いたりとか︒まだまだイン

本から来たというのは︑何

てきているというふうにい

新興国は動いているような

要ですかね︑次に︒

フラという意味では︑整備

かメッセージが込められて

語でスタッフ達とはやり取

えます︒ですから︑このア

が出るとか︒これ︑実際あ

か︑あるいは笛を吹くと蛇

いはガンジス川で沐浴と

インドといいますと︑ある

すが︑タージ・マハルです︒

っていらっしゃると思いま

うことで︑皆さん︑よく知

栁社長

て︑さすがに近寄れなかっ

横にスラム街がありまし

っていたホテルの横です︒

もあります︒私が初期に泊

栁社長

的で︒

何でもありますよね︒近代

尾関社長

り︑中は非常に近代的です︒

ッピングモールがあった

われて比較される政権なの

に似ているというふうに言

権︑これは安倍政権と非常

っておりまして︑ＢＪＰ政

今はモディさんが首相にな

は持っていないそうです︒

に名前だけで︑実際の権限

この大統領というのは本当

で大統領なのです︒ただ︑

政体は共和制ということ

ます︒

のはインドでの格差なので

ざいます︒カーストという

ど︑カーストというのがご

ならないところなのですけ

それと︑これは忘れては

うふうに思っております︒

きましたけど︑これ以外に

ローアー︑プア︒９階級書

ミドル︑ローアーミドル︑

アッパー︑アッパーミドル︑

から︑リッチ︑セミリッチ︑

ーパーリッチというところ

は所得階層です︒上は︑ス

です︒１週間︑結婚式をや

婚式が非常に豪華絢爛なの

かくインドというのは︑結

あるかといいますと︑とに

活様式です︒どういうのが

栁社長

だか全然分からない﹂と言

日目あたりからは︑もう誰

知り合いだった﹂と︒で﹁３

﹁２日間ぐらいは︑自分の

トナーが結婚したときには

っているのです︒私のパー

て︒とにかく︑全部タダな

れた州の人達も皆来たりし

っていました︒自分の生ま

いるんじゃないかというふ

も︑おそらくいっぱい来て

のです︒だから周りの人達

次号に続く︒

ないかと思います︒

そうですよね︑

るのですよ︒こういうイメ

たので遠目で写真を撮った

ですけど︑実際このモディ

すけど︑実際それも色濃く

ももっと細かくやれば結構

インドの生活様式
今度はインドの生

量のお菓子があったんじゃ

から︒おそらくは非常に大

というふうに言っています

っと彼︑立ってやっていた

けでも３時間も４時間もず

のが来ていますし︑挨拶だ

み物から︑もの凄い数のも

く食べ物からお菓子から飲

はないのですけど︑とにか

私が直接出たこと

ージかと思うのですけど︑

のですけど︒バラックの中

残っているのですが︑今カ

栁社長

実際はといいますと︑これ

に人が住んでいるような感

さん︑初めて外遊したのは

ーストの階層としてあるの

こういうところ

が至っていない部分もあり

いるんじゃないかな︑とい

りをしています︒

気がします︒

は非常に綺麗なショッピン

日本だったのです︒今まで

どういうふうに関わってい

グモール︒全長１キロメー

じです︒また︑道路は舗装

だと考えられません︒今ま

インドの所得階層

トルぐらいあるのです︒端

されているところもあるの

一方で︑こんな所

20
ッパーミドル︑ミドル層に

ありがとうござ

30

ですけど︑実際に歩くとこ

インドの結婚式

から端まで歩くのが大変と

皆さん︑こんにち

こそのビジネスでもありま

インドのイメージと現実

思っております︒

栁 邦明 氏（なごみコンサルティング〝インド〟代表取締役社長）

彼が日本人初です︒ですか

世界進出編

栁社長

地域と共に歩むお菓子屋

ら︑なごみコンサルティン

10

10
いう︑こういう巨大なショ

インドの概要とい

10

10
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した。一時は色鉛筆で描い

部総料理長）を講師に迎え「私と料理」をテーマ

ック北九州大会は天川正道氏（元西日本工業倶楽

フルコースで４５０ｇ位な

い。大体１人で食べる量は、

ただ、分量だけは書いてな

その③

分の勉強にもなる。

うして整理することは、自

で計算するようにした。こ

の料理は、なるべく頭の中

全部書いている。それ以外

を作る時は、必ず分量まで

た。最初にヨーロッパでス

終わってから、海外に行っ

行き、その日本シリーズが

陰、北陸、そして北海道に

豊前街道、長崎街道から山

ら、太平洋側には行かず、

が魚介類はおいしい。だか

身を使うので、残った黄身

でワインを作る時、卵の白

たのは、スペインかどこか

ろなものがある。一番驚い

くと、デザートにもいろい

様々な国の料理を作ってい

ここでおもしろいのは、

理長とのコラボレーション

はダメだと思い、デザート

トはコーヒーのブラマンジ

た。その時に作ったデザー

のレストランで２日間し

りなく、山陰や北陸のほう

理のおいしいところはあま

太平洋は水が温かく、魚料

その後は街道シリーズで、

で、年４回の美食会をした。

初は四季のフランス料理

ズをしてみたいと思い、最

今度はいろいろなシリー

すデザートで、食べておい

している。我々は食後に出

る。我々にできないことを

キを作る人を尊敬してい

仲間であっても、私はケー

た。

アとアメリカの料理を作っ

って、最後はオーストラリ

度はエーゲ海と地中海に行

ン、ノルウェーに行き、今

フィンランド、スウェーデ

ツまで行った。次に北欧で

ので省き、イタリア、ドイ

ス料理はずっと作っている

ペインから始まり、フラン

ことに苦労はない。絵を描

事をしていたので、細かい

のエンジニアで、機械の仕

たが、その前は普通の会社

も料理の世界に

を身につけてほしい。自分

ろを取り入れ、新しい技術

ートや料理を作った。

に帰ると、日本向けのデザ

う面で苦労したので、日本

う。当時のコックはこうい

を食べると凄く甘いだろ

が、外国に行ってデザート

さんも経験があると思う

と日本人には甘すぎる。皆

ただ、向こうの分量で作る

で作るデザートがあった。

皆さんもいろいろな技術を

たい。

与える仕事をしていただき

は洋菓子がグラスペンダン

にされた。体験コーナーで

る。だから、あえてレシピ

は財産だと思う。また、料

ェだ。ブラマンジェを白く

しいものが原点にあるの

身につけ、お客様に感動を

て、口頭で説明しなければ

も固まらないから、これで

理人は変わり者が多く、一

仕上げるにはどうしたらい

で、形が崩れていようが、

くことも苦ではなかった。

料理シリーズで日
本と世界を作る

アイスクリームを詰めて冷

筋縄ではいかないと思っ

いかと考え、コーヒー豆を

それを出すようにしてい

料理長に就任

凍し、上からコーティング

た。勝又さんはテレビで見

牛乳に漬けた。漬けて１日

る。コースの食事後のデザ

に分量を書いていない。書

をしたもの。それが３万円

てわかるとおり一癖ある。

目、１回あげて香りをかい

ートと、皆さんの作るデザ

いてあるのはデザートだけ

自分たちで勉強しなさいと

だったので、高いと思った。

某氏は営業的な感じだ。ス

だら、まだコーヒーの香り

ならないので、結構時間が

これなら、とたまに使わせ

「桃は時期ではないけどい

テファンブローはフランス

がしない。２日目にコーヒ

ー ト は 全 然 違 う と 思 う。

かかっていた。それを簡素

てもらった。

年間一緒に仕

自分の師匠である、中山

いんですか」と聞いたら「缶

人だから、プライドを持っ

我々は、料理で、皆さんは

盛合シェフは４年で退職

事をしてきた。職場は違う

詰でいいよ」と言われ、が

て講習をする。ただ、彼は

ーの香りが出てきて、３日

ケーキでお客さんに感動を

だ。料理の味付けは、ある

けれど、料理はお互いに話

っかりした。

名いるテーブ

目になるとちょっと黒くな

化するためにわかりやすく

有名な料理長ともコラボ

し合った。彼は弥生会館に

フランスの２つ星のステ

お客さんが

り、苦みが出てきた。この

された。その後はどうする

レーションの美食会をし

いて、金のフライパン賞を

ファンブローが来た時もイ

ルで、写真を撮ってくれた。

与える仕事だろう。

程度調整はできるけど、デ

た。初めにオー・ミラドー

取り、田舎の日曜日という

ベントをした。彼は日本び

普通はなかなか無い。日本

ため、２日目に引き上げて、

ザートは分量をしっかりし

の勝又登さんで、チョコレ

店を出した。その間、私は

いきで、ちゃんとしたフラ

人はふんぞりかえったりす

白いブラマンジェができた。

書いたレシピを作った。絵

ートのドームをどうやって

工業倶楽部の仕事が終わっ

ンス語のレシピをくれた。

るものを、彼はデザートの

にして、横に全部作り方を

作るのか教えてもらった。

たら、料理の話をしながら

材料の準備や仕込みで調理

時、各テーブルを回り、写

歳だからもういいだろ

縁日でよく見る、水風船を

いろいろ勉強させてもらっ

場がバタバタしている前日

う」と私が料理長になった。

書き、皿の絵を描いて、盛
たら固まらない。たった１

ないと作れない。適当にし

ｇ、２ｇの差だが、それで

り付け方を指示した。これ
を冷蔵庫に貼って、あとは

料理長になって、最初に何
をしようかと思い、今まで
メニューはレシピを書い

ような庭園を作るので、写

来た。レストランに日本の

生活の中で一番嬉しかった

月に定年となったが、料理

工業倶楽部も２年前の

お客様に感謝の心。仲間を

キを作っていると思う。料

るか、と研究しながらケー

これ以上になったらどうな

皆さんも時間的なものや

の世界に

そのように心がけて、料理

まだ結果はわからないが、

きた。いいのか悪いのか、

そう思って、今日までして

にする心。おもてなしの心。

大事にする心。ものを大事

理の世界も同じで、一番は

にケーキの世界は、数字的

ておけば応用はできる。特

いると思うが、その上を行

たいことは、技術は持って

これからの若い人に言い

年間いる。

基本的なものをしっかりし

な正確さが出てくる。料理

くのであれば、洋菓子だけ

祭は、実演コーナーでは洋

そうをテーマに行われた同

お菓子とパンで心を満た

ィニィッシュやグランベリ

子、パンではさつまいもデ

子では上生菓子や蒸し菓

やチョコレート細工、和菓

菓子は紅茶のミルクレープ

なっており、正午過ぎには

地域では恒例のイベントに

ったお菓子やパンも販売、

された。会場では学生が作

子は秋景色や寒椿などが催

•••••••••••••••••••••••••••••

第 回日菓祭を開催

日本菓子専門学校

日本菓子専門学校（秋田

売り切れた。

回日菓祭を開催した。

松山市

月

日、利益を拡大

日、中嶋神社秋

発見親睦事業、永源寺

日、ふるさと再

季大祭、中嶋神社境内、

月

テル、倉吉市

タ ン ト ）、 倉 吉 市 シ テ ィ ホ

井総合研究所上席コンサル

会、講師・花岡良輔氏（船

できる菓子店経営講習

月

行事予定

日、和菓子講習

場、岐阜市

日～

日、菓子製造技

館、名古屋市

明（講習）会、愛知菓子会

能検定実技試験事前説

月

アム、八戸市

ェ、八戸ポータルミュージ

まつり＆いちごマルシ

月

日、菓子

京 製 菓 学 校 ）、 香 梅 六 条 工

会、講師・小林紀夫（東

月

・八風の湯、近江市

•••••••••••••••••••

ーノアを実演、試食も可能

11

料理長とは

真を撮り、倶楽部のパンフ

ことは、息子と料理でコラ

ではなく、いろいろな業種

28

有名料理長との
コラボレーショ
ンは財産

その後、某氏とコラボレ

レットも友達に配ると言っ

ボレーションしたことだ。

人みたいにある程度、どん

の方の話を聞き、いいとこ

21

「

使い、チョコレートでテン

た。中山料理長と最初にコ

に、彼が来た。建物を見て

ーションをしたが、料理は

部くらい持って帰っ

ぶり勘定でする仕事ではな

歳で入っ

パリングしたあと、針で風

ラボレーションしたのがマ

真を撮った。フランス人は

考えたが、我々は料理人な

東京スタイルで、こちらで

て、

親子の美食会は日本全国に

いと思う。同じ物づくりの

第28回日菓祭

28

ト、生チョコロール、和菓

船を割り、ドーム状を作る。

クロビオティック、自然食

驚き「ちょっと案内しろ」

こういうところまで考えて

のでゼリー掛けがある。セ

は通用しないと思った。驚

た。ステファンブローの時

どこにもないが、それを鹿

いたら、最初は

ルクルの上に風船を乗せて

いたのは、オードブルとス

には、リーガロイヤルホテ

児島県サンロイヤルホテル

月３日、第

最初は、チョコレートを普

である。私が凝っており「一

と言われ、庭から案内した。

いるのだ、と思った。

並べ、チョコレートをある

ープが一緒だった。魚はス

ルの若い人も手伝いに来

勝校長）では

通のボールに掛けていくの

緒にやりませんか」と言っ

彼は自分の店を新しくする

程度温め、１回ずつ掛けて、

ズキとザリガニを使い、肉

た。だから、いろいろな料

29

ので、時間があって日本に

すぐ冷やすよう冷蔵庫に置

は鹿児島の和牛ステーキに

岐阜

自分の中の思いは、先ず、

かと思っていた。本人に聞

て、１００名の試食会をし

いた。１個ずつセルクルの

して、デザートは桃の中に

25

28

30

息子と料理でコラボ

上に乗せて掛けていくとう

10

80

40

まくいくので、自分たちは

11

11

18

19

24

11

11

11

11

青森

愛知

鳥取

愛媛

滋賀

20

45

10

終わりに

個作るの

た。

天川 正道 氏（元西日本工業倶楽部総料理長）

に半分失敗していたそう

「私と料理」

だ。なかなか難しいと思い

と言って会社に相談があり

に講演を行いました。

たが、やめて白黒になった。

のでオードブルが１１０ｇ

回全国菓子工業組合連合会青年部九州ブロ

位と大体計算しながらす

第

先月号より続く。
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•
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（毎月 15 日発行）
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新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第920号

第

回全国菓子工業組合連合会青年部中・四国

先月号より続く。

の力」をテーマに講演会を開催しました。

ックデザイナー）を講師に迎え、「Ｄｅｓｉｇｎ

ヨシイ・デザインワークス代表取締役／グラフィ

ブロック大会・山口大会は吉井純起氏（株式会社

15

その②

いません。つまり、この場

ト商品を生み出す願いは叶

理戦に勝たなければ、ヒッ

品を見定める消費者との心

造です。五感を駆使して商

ことは稀であると言えます。

たちデザイナーが呼ばれる

学の先生の場合が多く、私

ただ、中小企業診断士や大

門家は派遣されています。

です。こうした場面にも専

中心に組織力を機能すべき

いデザインで表現する。そ

ケチャップを作り、質の高

手が出来ない質を追求した

ブランドが誕生するのです。

衡が保たれた時に、初めて

のバランスが高い位置で均

です。デザイナーも男、経

質な商品だと感じ取ったの

時に、男同士が創った筋肉

は目利きの存在は重要で、

そして情報化社会において

す。現在の経済の成熟期、

れる人材も変わっていきま

時代が変われば、求めら

の現場においては、人生の

多々あります。ものづくり

りの現場に遭遇することが

に支配されているものづく

がら従来通り声の大きい人

でしょう。しかし、残念な

ばこの考えも必然といえる

発言をして顰蹙を買う事態

しましたが、卓袱台返しの

を受けて、その会議に出席

パッケージデザインの相談

りです。私は完成間近に、

ゼリーなる珍しいものばか

トアイスクリーム、トマト

すが、そのアイテムはトマ

加工品を開発しているので

が集まってトマトを素材に

町がありました。地域の人

例えば、トマトが特産の

て、独自性が乏しいと考え

プメーカーの存在を意識し

ます。また、大手ケチャッ

価値を見出だす傾向があり

緒に作り上げるプロセスに

することより、みんなで一

よる商品開発は利益を追求

ん。残念ながら、補助金に

いと考えたに違いありませ

組織の取り組みとして面白

珍しい商品を開発する方が

の道を選んだのか？単純に

らず、難易度の高い商品化

です。何故、この発想に至

見映えもいいし価格も安い

らり並ぶことになります。

ば大手メーカーの製品がず

ます。例えば、醤油であれ

とコンビニに占有されてい

た。しかし、今はスーパー

ィの役割を果たしていまし

を優先的に売るコミュニテ

の食料品店が、地元の商品

す。その理由は、昔は地元

業は本当に衰退していま

ありました。現在、地場産

され、売り上げ減少傾向に

は５年前で、時代の波に押

の企業が相談に来られたの

紹介したいと思います。そ

ある醤油製造業の事例を

ないか」と言い放ちました。

は罰ゲームに使う商品じゃ

品が持ち込まれた時「これ

たことです。私は初めて商

コーヒー味をつくられてい

きました。問題は抹茶味と

れており、その点は評価で

小型のペットボトルで売ら

す。さて、この甘酒ですが

酒を飲めと言われたそうで

持ちはうなぎ、貧乏人は甘

です。昔は、夏になると金

さが再認識されている商品

れた食品で、最近改めて良

飲む点滴と言われる程に優

造されていました。甘酒は

った甘酒を新商品として製

油に希望が持てず、麹を使

だけが見えてジュースにし

麹が沈んでしまい、上澄み

した。本格的な甘酒なので

下ろす状態で売られていま

場を見に行くと、上から見

現したのです。また、売り

いうキャッチをつけて、表

奥深い甘酒ストレート」と

「米と麹だけ、シンプルに

だから体にふわり優しい」

と し ま し た。「 自 然 の 甘 さ

しさ」を商品のキーワード

いう提案です。そして「優

に新たに生姜味を加えると

残したプレーン味と柚子味

ち３つのアイテムを切り、

ったのは、５アイテムのう

インをする前に私どもが行

ザインに一新しました。そ

しさを前面に押し出したデ

ように、ラベルを貼り、優

キャップにも種類がわかる

も取り扱われるようなりま

り、東京の高級スーパーで

で売り上げは２００倍にな

で、デザインを変えただけ

のはほとんどが女性なので

時代を読み取るセンスをも

経験値や論理的思考力よ

って組織されることが多

と な り ま し た。「 ト マ ト ケ

たのかもしれない。もし、

ので入る隙がない。経営者

る」とおっしゃるが、その

って、どのような商品を開

り、時代のトレンドを読み

く、地域の有力者がリーダ

チャップを作るべきだ」と

その場にデザイナーがいれ

の方は「うちはいい大豆を

商品の中身は同じ。デザ

ます。しかし、実際に飲む

甘酒の栄養面を表現してい

営者も男だから、力尽くで

で重宝すべきは、感性豊か

デザイン事例１

な人材であり、この人材を

発したら消費者が欲する

取る洞察力が有用な能力と

発言したからです。日常的

ば、ラベルに地域の誇りを

す。女性に支持されるデザ

か。どのような情報発信を

なりうるケースが多いから
ーを担われている場合がほ

に使うものだからニーズは

表現し、独自性を担保でき

良さが表現されているよう

すれば魅力ある企業として

です。現在、全国で６次産

このリーダーは確かに人

とんどです。

ある。更に完熟トマトを使

インを変えただけで売り上

評価されるかを理解してい

業化の旗が振られ、これに

柄も良く、頭脳明晰な方な

い付加価値を付けて売れ

インに変更する必要性を強

る人材の役割は大きいと考

応えるように農林水産業に

のでしょう。しかし、この

した。

く感じました。ただ、デザ

えます。時には、私は社外

関わる人達が商品開発にチ

組織の目的は名産品という

の結果、商品の中身は同じ

には残念ながら見えない。

スタッフとして、その役割

ャレンジされ始めていま

か見えないのです。そして、

そんな中、この経営者は醤

を担わせていただくことが

す。この現場では、商品開

そして、この商品を見た

げアップ。

あります。顧問弁護士や顧

使って真面目に作ってい

どのような商品を開発するか？

問税理士の存在が定着して

ると提案できた筈です。大

たからです。この

は買わないと考え

は、大きいボトル

しの感覚の購入で

た。つまり、お試

をお願いしまし

案してくれます。このよう

新商品のアイデアを私に提

とです。今では、積極的に

が将来の夢を語り始めたこ

はもちろんですが、経営者

と、売り上げが伸びること

です。何が嬉しいかという

ドを育てあげているところ

想します。

を頭に描いて、セットで構

は、ポップで補足する内容

ラベルをデザインする際に

います。その為、当初より

力のない表現になってしま

とすると詰め込みすぎて魅

を上げることも実現できま

価値が上がることで、価格

き込みました。結果、付加

います。

も利用されるようになって

した。また、お土産として

く、手術の必要性を説いた

た。つまり、対症療法でな

ンドマークを提案しまし

に、シンボルマークやブラ

高原牧場

り感を大事に

して、手づく

大手と区別化

けの形状で販売されていま

ＰＰ袋にシールを貼っただ

も手掛けました。今までは

最近では醤油飴と味噌飴

アイテムの見直しは

についての相談を受けまし

商材のパッケージデザイン

ミナーに来られた際、ある

る企業があります。私のセ

６次産業化を実践されてい

育から加工販売までを行う

緑豊かな高原で、豚の飼

ッケージのデザインととも

取れました。そのため、パ

の認知度が低い理由が見て

さを知っていまが、加工品

の人はここの豚肉の味の良

ことに気付きました。地元

るビジュアルの存在が無い

ジを視覚的に伝える柱とな

てみると、ブランドイメー

この企業の全体像を考察し

それなりには出来ますが、

に育て上げているところで

アルを柱に、ブランドを共

す。現在は策定したビジュ

パーで主に販売されていま

この企業の商品は、スー

して策定するに至りました。

解され、新たな企業の顔と

は係りましたが必然性を理

ました。しかし、少し時間

リターンに企業側は驚かれ

のです。当然、予測しない

す。

幅なアップを実現していま

直しを行い、売り上げの大

す。次々とパッケージの見

は無限に拡がります。

社会に送り出せば、可能性

かがデザイ

ています。た

え方で展開し

ップという考

ラフトマンシ

し、独特のク

ングを行い、歴史を表現し

し た。〝 磯 甘 雫 〟 と ネ ー ミ

いそ かん な

いう信念が推進力となりま

い見せ方をすれば売れると

る商品なら、それに相応し

手が愛情を込めて作ってい

す。見直せばできる。作り

は惜しいと考えたからで

域の食文化を衰退させるの

ら代々受け継がれている地

した。これを箱タイプに変

た。

戦略的には

醤油も、新たな生

私は必ず売り場のポップ

更し、和モダンな雰囲気に

伸ばしています。
このように、徐々

シンボルマーク
の変更

もセットで作ります。欲張

デザインし、新しい命を吹

豚肉みそ漬け

ば、魅力は増すと考えたの

明治創業の醤油製造業

命を得たかの様

にデザインは企業を蘇生へ

にですが、歴史あ

ってパッケージのラベルに

デザインの力で
価格を上げる

るものを今の時代

すべての情報を盛り込もう

次号に続く。

いデザインで

ザイン。正し

ン、されどデ

にデザインの力で転換させ

「醤油飴・味噌飴」

に、消費者に支持

と導く力を持っています。

て、経営者とともにブラン

デザイン事例２

される一品として

た。また、道の駅での販売

順調に売り上げを

を考慮し、ボトルの小型化

手づくり感

ながらも新しさを感じさせ

1

ポップもセット
で制作する

るデザインへと変更しまし

のは醤油です。明治時代か

ンの見直しを行いたかった

しかし、私が一番デザイ

小型化

地域の誇りとなる商品の創

吉井 純起 氏 （株式会社ヨシイ・デザインワークス代表取締役）
（グラフィックデザイナー）

発の経験が乏しい人達によ

Designの 力

いるように、時代が変われ

目利きの存在

伝助）

恒松恵子氏（お菓子司
司会

藤井謙治氏（パティスリーケンジ）
聞き手
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洋菓子講習
日本菓子専門学校

教師

︻基礎編︼
高倉 美香

ヘーゼルナッツのクグロフ
シナモン⁝⁝⁝⁝⁝⁝６ｇ

３台分︶

バニラビーンズ⁝⁝１本分

㎝クグロフ型

Ａ．生地

︵φ

バター⁝⁝⁝⁝⁝２５０ｇ
Ｂ．その他
型用バター
ヘーゼルナッツスライス

液卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝４３０ｇ
マジパンローマッセをほ

やわらかくしたバターで

ツを交互に加える︒

り︑スライスヘーゼルナッ

︻仕込工程︼

強力粉⁝⁝⁝⁝⁝１４５ｇ
ぐす︒

ｇ

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝１１０ｇ
ツをはり付ける︒

親しまれている焼き菓子︒
マリーアントワネットがフ
ランスに伝えたと言われて
います︒フランスでは︑ド
ライフルーツ入りのイース
ト生地をクグロフ型で焼く
のが一般的ですが︑オース
トリアでは︑バターケーキ

このヘーゼルナッツのク

生地の方が多く見られます︒

グロフは︑スパイスの効い

仕上げのバリエーション

た風味豊かな一品です︒

として︑チョコレートのコ

その場合は︑スライスナ

ーティングがおすすめです︒

ッツではなく︑粉末ヘーゼ
ルナッツを型につけて焼成
し︑煮詰めたアプリコット

合わせてふるった強力

〜

生地を絞り︑１７０℃の

粉︑薄力粉︑ベーキング
オーブンで

ドイツやオーストリアで

る︒

ると綺麗に仕上がります︒

から︑チョコレートをかけ

ジャムをコーティングして

マーガリンを加え︑軽く

クグロフ型にバターをぬ

分焼成す

ホイップする︒

⁝⁝⁝⁝３８０ｇ
ｇ
混ぜ︑スパイスを加える︒
液卵と粉末ヘーゼルナッ

50

粉末ヘーゼルナッツ

ベーキングパウダー⁝
食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝２ｇ

45

Ａ

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

話 ０３−３４００−８９０１

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６



レモンパウダー⁝⁝⁝１ｇ

︻焼成︼

パウダーを合わせる︒

ヘーゼルナッツのクグロフ

ブラウンシュガーをすり

マジパンローマッセ⁝

⁝⁝⁝⁝３２５ｇ

ブラウンシュガー

マーガリン⁝⁝⁝１３０ｇ

16
80
10
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