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縮
︑砂 糖 の調 整 金
小

日︑全日本菓子協会はじめ︑関係団

廃

を

止

る︒今後とも︑安定供給の

生産も増加に転じてきてい

果もやっと出てきており︑

るが︑国内の酪農対策の効

入枠を設定したところであ

菓子業界から要望書提出 ＴＰＰ交渉合意に対し
月

先般︑大筋合意したＴＰＰだが︑菓子などの加工品は︑関税の引下げ・撤廃な
ど大変厳しい結果となった︒このため
体では森山𥙿農林水産大臣に対し︑菓子原料の内外価格差縮小や砂糖の調整金廃
止を要望した﹁ＴＰＰ交渉合意に伴う国内対策の実施について﹂︵２面参照︶の
申し入れを行った︒当日は同協会・川村会長︑全菓連・大窪理事長をはじめ︑各

用した原料にかかる関税の

には︑輸出製品の製造に利

したい﹂︒﹁輸出促進のため

るように引き続き︑お願い

のではなく︑一般財源化す

をユーザー業界に負わせる

る︒国内農業の保護の財源

なかったことは残念であ

あり︑今回これが実現され

どの発言があった︒

検討していただきたい﹂な

態に合った制度への変更を

いうことになる︒もっと実

工場を作った方がよい︑と

り︑それくらいなら海外に

製品に特化する必要があ

在の保税工場制度は︑輸出

還付措置ができないか︒現

せられている関税を調整金

が︑現在︑加糖調製品に課

上に輸出に力を入れていた

で︑菓子業界もこれまで以

とんど撤廃されているの

また︑他の国の関税はほ

は農林水産省生産局畜産部

交換会を開催した︒同会に

洋菓子２団体とともに意見

バターの安定供給のため︑

レンタインデーに向けての

全菓連では︑年末からバ

全て機構からの売り渡しを

点で合計１万２千８百㌧︑

ら﹁輸入バターは

明された︒農畜産振興機か

ない︑と聞いている﹂と説

昨年のような状況にはなら

移しているので︑去年︑一

だが︑生乳生産が順調に推

には一旦在庫が下がる予定



バター在庫
水準高い

に組み替えることにより国

だく︑国としてもその枠組

確保に努めてまいりたい︒

％削減すること

①小麦についてはマーク

内産糖の生産奨励の財源ベ

輸入されているものより糖

②砂糖については現在︑

引き下げ効果も出てくると

実現すれば︑砂糖の価格の

正を検討している︒以上が

ている︒

みを考えていきたいと思っ

機構が出席した︒

牛乳乳製品課︑農畜産振興

需要期に向けて市中に出回

完了しているので︑年末の

アップの
としており︑小麦の価格引

ースを広げるための制度改

月末時

き下げにつながる︒

団体が参加し︑同省桜庭食料産業局長に要望書を提出︑意見交換も行った︒
意見交換の中では︑同省
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った︒
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家庭用もポンドも含め︑こ

メーカーより︑在庫水準は

意見交換会の詳細につい

れた︒
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下げた︒また︑これまで国
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根幹であり︑今後とも安定

ついては︑かねてより業界

業界側からは﹁原料と商
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考えている︒
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（１） 平成27年12月15日

される調整金、小麦に課さ

農業保護のために砂糖に課

きく、これらの原料は国内

菓子原料の内外価格差は大

①砂糖、小麦、乳製品等の

産業といたしましては、

からして競争上敵う相手で

菓子産業の脆弱な産業横造

多数存在しており、日本の

は、多国籍的な巨大企業が

②米国等の菓子メーカー

全脂粉乳２・５～３・７倍

小麦粉１・８～３・２倍

砂糖２・０～３・１倍

▽菓子原料の内外価格差

▽菓子業界の原料使用割合

興に繋がらないこと

結果として、国内農業の振

要が減少することとなり、

砂糖、小麦粉、乳製品の需

は、これまで使用してきた

の輸入が増加した場合に

が飽和状態の中で、菓子類

③国内において菓子の需要

永約１，２００億円

リコ約１，６００億円、森

即時撤廃と関税の段階的撤

当制度の新設による関税の

菓子類の合意は、関税割

なわれることとなりました。

に対する競争力は大きく損

きく崩れ、国産品の輸入品

こととなり、バランスは大

アップ制度等は維持される

調整金制度、小麦のマーク

一方で、原料である砂糖の

いては、関税が撤廃され、

レート、ビスケット等につ

ディ等の砂糖菓子、チョコ

意内容においては、キャン

糖の調整金、小麦のマーク

の価格を割高にしている砂

⑵また、政策的に菓子原料

対策を講じられたい。

早急に縮小すべく抜本的な

の菓子原料の内外価格差を

⑴砂糖、小麦粉、乳製品等

１．原料対策

よう要望致します。

国内対策を講じていただく

にするため、下記のような

原料を使用していけるよう

発展を維持し、引続き国内

日本の菓子産業の健全な

懸念されます。

類の輸入が急増することが

目の今回の譲許が最終ユー

製品等の菓子原料になる品

⑷高糖度粗糖、でん粉、乳

されたい。

で、抱き合わせ要件は廃止

を残している状況にあるの

品の関税割当においても枠

ら、従来の無糖ココア調製

トがほとんどないことか

関係から関税割当のメリッ

粉乳の量的な確保、価格の

き合わせについては、国産

い。また、国産粉乳との抱

枠をきちっと拡大された

脂粉乳、脱脂粉乳等白物の

のため、調製品ではなく全

ーザーへの原料の安定供給

関係団体が取組んでいる菓

られます。このため、菓子

せていくことが必要と考え

内の菓子需要全体を増加さ

き残っていくためには、国

で、国内菓子メーカーが生

増することが想定される中

助成

３．菓子需要拡大対策への

する助成等）

会の設立及びその活動に対

た い。（ 菓 子 輸 出 促 進 協 議

用等に助成措置を講じられ

用、海外マーケット開拓費

出を拡大するためのＰＲ費

菓子メーカーが海外に輸

きたところです。

れるマークアップのように

はないこと。

アップ等については、製品

しかしながら、今般の合

政策的に割高にされてお

▽ＴＰＰ参加国内菓子小売
廃という形で行われていま

ＴＰＰ交渉合意に伴う国内対策の
実施について （要望書）

り、日本の菓子産業は大き

砂糖国内消費量の ・３％、

ＴＰＰ交渉に関して菓子

なハンディキャップを背負
金額（ブルネイ、日本を除

今後、菓子類の輸入が急

わされていること（菓子業

メーカー等の直接メリット

製糖メーカー、水あめ製造

４．中小企業対策の充実

お願いしたい。

子需要拡大、菓子類の普及

される砂糖、小麦等につい

を受ける業界を行政が責任

啓発の取組に対する助成を

ては廃止されたい。

ザーである菓子メーカーま

る中で、今回の合意によっ

⑶乳製品については、国内

で確実に還元されるよう、

％等の理由から、菓子類の

て大手小売業が輸入菓子類

である菓子類の関税が撤廃

関税の取扱については、砂

の安売りキャンペーンを

される以上、菓子類に使用

モンデリーズ１兆３，９５

糖、小麦粉、乳製品等の菓

を超えた魅力ある中小企業

すが、現行関税においても

０億円、マース１兆１，３

子原料の国境措置とのバラ

を持って指導されたい。

対策を検討願いたい。

菓子類の輸入が増加してい

は必要と考えていますが、

７０億円、ハーシー９，３

需給がタイトで価格も高騰

２．輸出対策

・６

その財源は原料に課す調整

７０億円、ネスレ３，８２

大々的に行うことが想定さ

している状況の下では、ユ

小麦粉国内生産量の

金やマークアップによって

ンスの維持に配慮していた

れ、枠内、枠外含めて菓子

く）

賄うのではなく、一般財源
０億円
だくように強くお願いして

界としては、国内農業保護

で手当すべきと考えていま
明治約２，２００億円、グ

既存の中小企業対策の枠

す）。

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

地に蜜をかけて、おぼろ月

賀の月」は、焼き上げた生

を務める他、国際コンクー

内外のコンクールで審査員

ンセンスは卓越している。

たレシピと、デコレーショ

しさを活かし、甘さを抑え

りを実践した。素材の美味

本人の味覚に合った菓子作

ダシヤナギ）＝いち早く日

シヤナギ（パティスリータ

・和菓子の部

銀賞

り。順不同、敬称略。

菓子関係受賞者は次の通

って設けられた。同顕彰の

たたえ社会的地位向上を願

方々を発掘し、その功績を

向上発展に貢献している

・製パンの部

ダシヤナギ）

堀口純男（株式会社虎屋）

合「非申込ＦＡＸ返信票」

ンラインが利用できない場

非申込み手続きが必要。オ

事業者に該当しない方でも

小規模事業者など、特定

会を

た、制度説明会・個別相談

６１）に問い合わせる。ま

話・０３―５６１０―６２

ペレーションセンター（電

厚生労働省は平成

年度

柳正司（パティスリータ

西川功晃（株式会社サ・
マーシュ）

年１月まで、全国各

同様。不明な点は、協会オ

委員、京都府菓子技術専門

越技能者表彰式を挙行した。 を表現している。技能検定

「現代の名工」に対する卓

校での実技指導などで活躍

•••••••••••••••••••

再商品化委託申込み受付
成
年度

平

年２月５日

容器包装リサイクルで
月７日～平成

オンラインが利用できな

○申込み方法

セスして申込む。

同制度は現在、伝統芸能

ル「クープ・デュ・モンド」

「現代の名工」表彰

から最先端技術までの様々
している他、各地の菓子店

で準優勝した。その後団長

歳、洋生菓子

・洋菓子の部

な分野で最高の水準にある

から子弟を預かり、京菓子

として日本チームを優勝に

柳正司

（公財）日本容器包装リサ
イクル協会では、容器包装
のリサイクル制度での特定

会 ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
）にアク
www.jcpra.or.jp/

― ５ ６ １ ０ ― ６ ２ ４ ５）。

ターに送る（ＦＡＸ・０３

を協会オペレーションセン

者は日時・会場を協会ホー

いる。参加は無料で、希望

地の商工会議所で開催して

～

ムページで調べるとよい。

平成

年秋には旭日小綬章

年に全菓連監事を務めた。

化に尽力され、平成

オンラインで非申込をする
場合は、前述の申込方法と

敬 弔
滋賀県菓工組前理事長

を受章されている。

月

日、近江八幡市・おうみセ

而して告別会は

レモニーホールでしめやか

月

日に逝去

本傳一氏は
された。

故人は中小菓子業界の発
展と全菓連傘下組合の組織

した。

れ、業界関係者多数が焼香

なうちにも盛儀にとり行わ

滋賀県菓工組前理事長山

山本傳一 氏逝去

27

菓子業界から２名受賞

技能者いわば「現代の名工」

の技術指導をしている。

・焼き菓子製造工、㈲タダ

•••••••••••••••••••

導いた。

を表彰することにより、広
く社会に技能尊重の気運を

年度表彰の菓子業

の上、最寄りの商工会議所

い場合は、申込用紙に記入

・商工会に送る。オンライ

年

年度の再商品化委

した。

託申込み受付の案内は次の

年

ン手続きで行う場合は、協

度再商品化委託申込み告知

事業者に向けた、平成

28

28

20

浸透させ、地位向上に資す

平成

食生活文化賞授賞式

（一財）日本食生活文化財団
活文化賞授賞式を挙行した。

通り。
○申込み期間・平成

19

11

ることを目的としている。

歳、和生菓

界関係者（順不同）
將野義雄

（一財）日本食生活文化財

同顕彰は広く食に関わる

子製造工、御菓子司二葉軒
菓舗＝長年京菓子の製造に

日、東京・上

月

団では

分野において食生活文化の

23

25

27

11

年度食生

12

11

28

27

従事し、和菓子製造の技術

野精養軒で平成

13

28
27

72

に優れている。代表銘菓「宇

27

11

28

27

61
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秋の行事でお菓子をアピール

よ）をお迎えし、神戸製菓
【近畿農政局長賞】岩佐康
⑥

に苦心していました。

展示や和菓子教室を開催し

いただくため、工芸菓子の

お菓子とアートを楽しんで

い新しい和菓子を制作実演

お菓子など、これまでに無

やかわいいキャラクターの

開催。豆乳を使ったお菓子

屋柳月堂玉川）「錦秋」

【姫路市長賞】安達文輝（芦

（西村清月堂）「夏の名残り」

【兵庫県知事賞】西村欣祐

「メリークリスマス」

る

研究家 吉
･ 武利文氏を講師
にお迎えし、講演会 橘｢が
つなぐ菓子文化― 橘｢ を｣知
｣を開催しました。歴史

ェクトの一環として、橘の

お菓子で

戸ビエンナーレ
雄（ケーキハウスツマガリ）

日は橘街道プロジ

専門学校にて技術講習会を

提供しました。姫路城を一
ました。またビエンナーレ
していただき、刺激を受け

月

アートウォーク」を開催。

兵庫県菓子工業組合では
望できるＪＲ姫路駅の眺望
開催エリア近辺の菓子店

」などを開催

この秋、多くの行事を開催
デッキでの「おもてなし」

「姫路菓子まつり

いたしました。
日のシル

や香り、デザインや橘の仕

日から
日ま

【全国菓子工業組合連合会

①９月
月

で神戸市にて２年に１度開

日から

菓町・ひめじ

おもてなし

バーウィークの５日間「城

ウィーク」と題して、外国

業として「神

戸ビエンナーレ

平成

年度

回ふるさとじまん祭、
開
催

で、販売まつり限定菓子な

商品が定価の２割引き以上

軒が一同に集まり、販売

内容は、市内のお菓子屋

回中津川菓子まつり

「栗きんとん発祥の地」
岐阜県中津川市にて、平成
月 （金）、 （土）、

（日）東美濃ふれあいセ

どもあり、この時しか買え

回

ないというイメージが広ま

第

ふ

年度

ンター（中津川市茄子川）
で平成

り、連日菓子屋のブースは

夢菓子工房こと

供しました。

客様に各店独自の特典を提

プを作成。マップ提示のお

に和菓子に興味を持っても

お菓子もあり、子どもたち

実は和菓子といった楽しい

ンバーグそのものなのに、

た。見た目がデミグラスハ

「初春」

長賞】小竹睦夫（二つ茶屋）

【兵庫県菓子工業組合理事

春光堂）「雨宿り」

理事長賞】宮田洋（加古川

ていただきました。

方々にも非常に興味を持っ

菓子の試食もあり、一般の

きました。橘を使用したお

組みなど幅広くお話いただ

月

日には岡本伸治氏

③
（三重県

日には「神戸マラ

⑦

岩佐康雄（ケーキハウスツ

神｢戸マラソンＥＸＰＯ

ソン２０１５」が開催され

子の展示、児童絵画展、上

習会で松葉を制作し、今回

髙 砂 屋 ）。 ６ 月 の 第 １ 回 講

つ 茶 屋 ）、 井 上 正 蔵 氏（ 本

習会。講師は小竹睦夫氏（二

ソン開催日当日は天候にも

提供をいたしました。マラ

饅頭、三笠、餡入り調布の

提供、給食ブースに羊羹、

ラソン参加者抽選会に賞品

会場に工芸菓子の展示、マ

生菓子の制作実演、菓子教

はその松葉と球菓、枝をあ

栗きんとん絞り体験

して「栗きんとん絞り体験」

ろの感謝と中津川のお菓子

「 菓 子 ま つ り 」 は、 日 ご

して頑張っています。

ルすることを、行政と協力

を大切にし、全国にアピー

工芸菓子

２日間にわたり４００名
（各日先着２００名）のお
客様が体験、参加者１人
人に記念布巾と栗きんとん
２ケを無料で提供し、組合
員に指導を受けて茶巾で絞
り楽しんでいただきました。
大変好評の中で幕を閉じ

このように、市内の組合

ました。

員が協力して、このような
イベントが出来ることも珍
しいと聞きますが、皆、中

その他にも、地元特産品

どころをアピールをするた

津川の特産品「栗きんとん」

販売、地元飲食店の屋台村

めに始められました、今年

ました。
間で２万人に無料でふるま

などのブースが設けられま

ぜ ん ざ い（ 白 玉 入 ）」 ３ 日

った、こちらも毎年大変人

した。

点）、
毎年、菓子屋の職人が技を

気で、連日列をなし、組合

る工芸菓子の展示（

競って展示をします。

員も笑顔でおもてなしをし

七福・安藤隆生

中津川菓子組合組合長・
２万人栗ぜんざいと称

回目を迎え、記念事業と
し、菓子組合員により「栗

また、地元菓子職人によ

た。

長蛇の列が出来るほどでし

回

る さ と じ ま ん 祭・ 第
中津川菓子まつりが開催さ
れました。
このおまつりは、毎年こ
の時期に行われる、地元の
ビッグイベントです。
３日間で、市内外から

万５０００人の入場者数が

14

14

20

10

｣

マガリ）「メリークリスマス」

月

【私の選んだ工芸菓子賞】

日から

月３日は

らうきっかけにもなるとの

月

ことでした。
④

月５日には工芸菓子講

室、実演販売等を行いまし

恵まれ、無事に終了しまし

⑤

た。工芸菓子については審

わせて「松」に仕上げまし

た。

恒例の

査員による審査と来場者に

た。参加者は松葉と球菓を

局・奥山優子

兵庫県菓子工業組合事務

まとめる細かい作業や枝に
松葉を付けるバランスなど

よる人気投票により、表彰

姫｢路菓子まつり２
｣を開催し、工芸菓

15

②９月

た参加者も多いようでし

11

店舗）を掲載したマッ

11
11

を行いました。主な賞は次
の通り。

０１５

11

催されるアートの祭典 神｢
｣の協賛事

人観光客に和菓子と抹茶を

中山道 中津川
第

27
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技術講習会

30

23
24

17

第

10
20
23

27

ありました。

20

年

11

10

19

10

1

工芸菓子の表彰の受賞者

19

23

34
10

11

（

2015
19

を楽しんでいただきました。

庫
兵
阜
岐
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の子供たちを楽しませるた

華を添えました。行列待ち

使」が担当し、イベントに

饅頭配布には「華の親善大

のご援助を頂きました。お

サポートしてくださる破格

況でした。

大きく更新し、今年も大盛

０００人以上。昨年実績を

こともあり、来場者は７，

いました。晴天に恵まれた

００名近くが協力して下さ

タッフは昨年の倍以上、１

タカポン登場

が少なすぎ、すべてのテン

めに、ゆるキャラ「タカポ

ワンコインお菓子マーケット

トで大行列ができてしまい

お菓子の力でみんなを笑顔に！

高崎菓子工業組合では、

ました。会場マップもなく、

高崎菓子 ま つ り 開 催

月 ３ 日（ 火・ 祝 ）、 高 崎

受付対応も、昨年よりだい

体験教室の掲示板も完成。

も今年は準備。お菓子作り

てたいものです。協力、協

になるようなイベントに育

なるような、そのきっかけ

菓子屋さんに足を運びたく

ことで終わらず、市民がお

シティーギャラリー広場ハ

ぶスムーズになりました。

賛下さったすべての方々

大変なことも、課題もま

昨年は価格設定があまり

ン」が登場。中に入ったの

にも安すぎたため、ほんの

行列の整理など考えてもい

５００個無料配布」は、市

と、市民の皆様に心から感

ローフォーラムにて「第２

長さんからご提案の新企

少し値上げさせて頂き、そ

謝申し上げます。

だまだ多いですが、このイ

琲・紅茶・日本茶」ブース

の分でスタッフを増員しま

ベント当日だけ盛り上がる

昨年の反省から、提供す

をお任せし、新設いたしま

画。 実 施 に あ た っ て、「 広

した。地元農大二高・茶道

昨年なかった会場マップ

るお菓子を増やしました。

験」「蒸かしたて赤飯」「新

報高崎」の表紙と見開き２

・宮澤啓

は、なんと理事長でした。

笑顔に！」を合言葉に昨年

好評だった「ワンコインお

小豆ぜんざい」コーナーを
した。テントは８張から

頁で告知し、さらに観光課

部の協力もあり、当日のス

是非お出かけ頂きたいと思

なかったので、どの列が何

初めて実施したところ、想

菓 子 マ ー ケ ッ ト 」「 お 菓 子

新設しました。イベントの

名以上が当日

火 が 見 ら れ ま す ）、 パ ワ ー

います。

の行列かさえわからず、と

像以上の大好評で、今年も

作り体験教室」「野点」「焼

主旨に共感下さったパート

崎のゆるキャラ）饅頭１，

のある会となりました。こ

スポットの伊豆山神社・木

回高崎菓子まつり」を開催

是非開催して欲しいと要望

き た て 団 子 実 演 」「 最 中 手

ナーに「アイス・ジェラー

その功のお陰か、熱海市

れも日頃の活動の成果の表

宮神社、熱海城にＭＯＡ美

致しました。

が多数寄せられました。し

作り体験」などはそのまま

ト」「焼きまんじゅう」「珈

観光プロモーション事業の

れと強く感じました。

ても混乱しました。

かし菓子職人手作りのイベ

継 続 し て 実 施。「 手 焼 き せ

は元より積極的に市や商工

助成を頂き、そしてＪＴＢ

目玉企画「タカポン（高

16

地元の活 性 化 に 貢 献 ！
熱海菓子商工業組合

す。和洋菓子から新しいお

みじまつり」が行われます。

は「梅まつり」、秋には「も

梅の名所があります。春に

熱海には「梅園」という

イントにはコメントが記入

舗紹介、イラストと各所ポ

と説明、裏面には地図と店

の一面に各お店の商品写真

を作製しました。Ａ３用紙

南為介理事長のもと組合

菓子まで多種多様であり、

ここに組合として出店して

静岡県東部地区にある熱

ート地として全国的に知ら

長い歴史ある温泉地である

名で構成されていま

れてきました。近年は様々

ことから文豪や著名人に愛

員

な観光施策を展開して若者

温泉も良し、人気の通年

見所、遊び所一杯の熱海に

術館、夏には海水浴場など

静岡県菓子工業組合副理
事長・森田紀

が使用している原料の種

類、お菓子をつくる時には

師には大阪府の

開催しました。講

催の菓子製造技術講習会を

えました。終了後のアンケ

問をして４時間の講習を終

メモをとりながら時には質

どの話を受講者は、熱心に

原料の特性を考えているな

「白穂」社長新澤

ートでも全般的に満足のい

三盆プリンなど計

ぶらん、無添加和

焼き・窯焼きもん

蒸し饅頭・生どら

頭に提供できる、

し、すぐにでも店

名の受講者が参加

る事を期待しております。

自店の商品開発に活用され

はないかと思います。今後、

向上心がより高まったので

を受ける事により、技術の

の希望が多く、今回の講習

講習会を開催してほしいと

で、次回も色々なお菓子の

く講習であったとの感想

６種類の趣向を凝

局・高島佐枝子

島根県菓子工業組合事務
習会でした。お菓

らしたお菓子の講

し、県内外より

貴之氏をお迎え

６種類のお菓子を学ぶ
日に、組合主

子の作り方以外にも、講師

•••••••••••••••••••••••••••••

月

菓子製造技術講習会

去る

21

菓子製造技術講習会

10

根

海市は昔から高級温泉リゾ

や家族連れにも人気のある

出来ています。これを駅や

されて見るだけでも楽しく

ホテル・旅館等観光施設、

賑わいと販売促進に努めな
がら、謝恩デーには餅搗き

されてきた老舗も多くあり

大会や「お汁粉」を振舞う

大衆的な観光地として大変

組合は新年会・総会など

各役所などに配布しまし

ます。

イベントも開催していま

た。観光客の皆さんにも評

な賑わいをみせています。

組合員の交流事業や食の安

す。また、組合として期間

その一端を担う熱海菓子商
工業組合の活動をご紹介し

心・安全のための取り組み

品）の協同広告も行うなど

判よく、マップ片手にお店

共存共栄を図っています。

に寄られる方が多いと伺っ

この他、地元のＭＯＡ美

先般、当県組合東部会を

中の「もみじまつり限定ま

術館や行政からの要請を受

熱海菓子商工業組合主管で

んじゅう」の販売はリピー

けたイベントや県内外のビ

開催しました。南理事長を

ています。この他にも年末

ジネスマッチング等にも積

中心に役員の皆さんの素晴

ターも多く好評を頂いてい

極的に参加して知名度アッ

らしいチームワークで内容

年始（クリスマス・正月用

プと官民の絆を深めるよう

ます。

にしています。

50

ます。

熱海菓子商工業組合
南 為介 理事長

島

36

の海上花火大会（冬にも花

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

高崎菓子業組合広報担当

ントのため課題もたくさん

会議所、観光協会の事業に

の全面的な支援を得て「道

10

張に倍増しました。

ありました。

参加協力して官民一体とな

の職員の方

ん べ い 体 験 」「 パ ン 焼 き 体

って業界や地域発展に努め

草さんぽスイーツマップ」

来場者に対して実行委員

ています。

「お菓子の力でみんなを

2015

馬
群
11

岡
静
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「みどりむしカステラ」とは？

くつわ堂

宗家
年創業の宗家くつ

宗家くつわ堂

くつわ堂のお菓子

笑狸せんべい

三大狸に称されています。

弟分の浄願寺のハゲさん狸

も情け深く災難をかって出

て人々を助け「白禿大明神」

として祠に祭られているそ

うです。にっこり笑って家

庭円満、福を招くお狸さん

の縁にあやかり、勝利の運

が頭上に微笑んでくれるよ

明治

うに、名付けたそうです。

日は、晴
わ堂さんでは、さぬき特産

月

の香気と口どけの良さをも

年

天の中、香川県は高松の名

平成

物瓦せんべいの老舗「宗家

狸の伝説や、みどりむし

「みどりむし」奇抜な名

調べに訪問いたしました。

トで知り、そのカステラを

作っているとインターネッ

では、変わったカステラを

今回、最近くつわ堂さん

し」をカステラに使用し製

ラ」最近話題の「みどりむ

し た。「 み ど り む し カ ス テ

のカステラを発見いたしま

す。その中に、奇抜な名前

菓子を製造販売していま

わせんべいなど、様々なお

アミノ酸などの栄養素を豊

ち、摂取すべきビタミンや

と動物の両方の性質を持

「 み ど り む し 」 は、 植 物

す。

レステロールを輩出する働

ロン」は、体内の脂質やコ

です。独自の成分「パラミ

い、活気的な微生物だそう

富に含んだこれまでにな

も少しして、非常に上品な

よい甘みが有り、抹茶の味

た。香川特産の白下糖の程

食べてみることにしまし

きがあるそうです。そこで、

真ん中にオリーブの実が有

あり、食べてみたところ、

「笑狸せんべい」と書いて

せんべいを見つけました。

また、お店で、変わった

でした。

２切れ３切れ食べられそう

美味しいカステラでした。

狸」は狸学にも秀で、日本

内した蓑山大明神「太三郎

弘法大師を屋島山頂に道案

説が有り、香川では、あの

した。四国には数々の狸伝

触感の美味しいせんべいで

グされ、クッキーのような

り、アーモンドがトッピン

ございました。

の取材ご協力、誠に有難う

思います。

んの新開発を期待したいと

り、今後の宗家くつわ堂さ

ことよ〉様の岡本伸治氏を

賢氏、同じく〈夢菓子工房

です。

い学びの時間となったよう

かなかないようで、興味深

てのお菓子を作る機会はな

た岡本伸治氏を訪ねて〈夢

に講師としてお世話になっ

そして昼過ぎから、初日

楽しみました。

が、以前にも増して多くの

短い時間ではありました

訪問で、２日ないし３日と

中部・関西は数年ぶりの

紙面をお借りして改めて感

になりました関係各位に、

うに感じます。今回お世話

気づきや学びを得られたよ

広島県菓子工業組合青年

ありがとうございました。

謝と御礼を申し上げます。

亀井哲也

中国・四国ブロック長・

最後に、宗家くつわ堂様

前に魅かれたわけですが、
品化に成功されているので

中部・近畿研修旅行

見学、講習会 充実の三日間

モン饅頭、もちもち生地の

ヌ、サツマイモあんのシナ

見学しました。開店直後か

〈カレット洋菓子店〉様を

二日目はブッセで有名な

たらし団子をご馳走になり

日に５千本売れるというみ

菓子工房ことよ〉様へ。１

工場
店舗

どら焼きのほか、変わり種

ていただきました。
初日は広島駅と福山駅か

広島県菓子工業組合青年

ら新幹線に乗り合わせ、一

ミグラスハンバーグそっく

へんご親切にしていただき

をおかけしましたが、たい

四日市駅で１泊２日組の

させていただきました。

ながら、店舗と工場を見学

日の
路名古屋を目指します。午

りの生菓子、計５種類です。

月８日～

前中は〈両口屋是清〉様の

を、去る
日程で実施しました。今回

工場を見学させていただい

ら大勢で押しかけてご迷惑

は愛知～三重～大阪をまわ

会館に移動し

から愛知菓子

風味のたれをかけて仕上げ

んを包んで蒸し、コーヒー

と米粉の薯蕷生地でこしあ

政行氏プロデュースによる

とイタリアンのシェフ奥田

へ。パティシエ辻口博啓氏

その後バスは湯の山温泉

裕氏と中島慎介氏ほか多数

連青年部歴代部長の岡本邦

大阪へと向かいます。全菓

半数の２泊３日組はさらに

メンバーたちと別れ、残る

て菓子作り講

ます。

協力ご協賛を

会社各社のご

食品工業株式

式会社、伊那

増田製粉株

上げたもの。

ー風味のソースをかけて仕

立てたものをのせ、コーヒ

黄色の煉切で目玉焼きに見

ころ餅に、メレンゲと豆乳、

ンバーグは、粒あんのあん

もう一方のデミグラスハ

複合施設です。めいめい好

・宿泊施設などが点在する

理・食堂・カウンター割烹

ツ・石窯パン・イタリア料

５万平米の敷地に、スイー

グニス〉に向かいます。約

の温泉リゾート〈アクアイ

「癒し」と「食」がテーマ

また工場では文字通り裏も

・物流を支えるシステムを、

した。本部では製造・販売

の本部と岬工場を見学しま

泉 南 へ。〈 青 木 松 風 庵 〉 様

最終日は南海難波駅から

門町で懇親会を開きました。

にお迎えいただき、宗右衛

家〉様の早川

洋菓子 富寿

〈異色ある和

も、さすがにこうした見立

作っている広島メンバー

持ってふだんから生菓子を

菓子製造技能士の資格を

たり、買い物をしたりして

の時間まで施設内を散策し

みの店で昼食をとり、出発

きました。

から隅々までご案内いただ

表も、青木会長・社長みず

四日市の老舗

賜り、三重県

ました。

習会を実施し

ました。

り、工場や店舗を見学させ

10

うなぎの蒲焼は、伊勢芋

10

たのち、午後

としてうなぎの蒲焼きとデ

部恒例、年一回の研修旅行

品目はレモンのマドレー

名の生徒さん達と共

ました。

で生徒による制作を指導し

部員が一人ずつつきっきり

その後各テーブルに青年

との違い等を説明しました。

盆と上白糖・グラニュー糖

の混ぜ方のポイントや和三

部員が実演し、水と和三盆

•••••••••••••••••••••••••••••

青年部 お菓子教室を開催

生約

にお菓子作り

今回は同校

感触や香りに興味津々な様

も、初めて触れる和三盆の

子供たちは疲れを見せつつ

聞いてくる子も居り、友達

混ぜてもいいですか？」と

た。中には自発的に「色を

菓子の製造に携わる人間と

発想や、積極性に驚かされ、

今回は子ども達の自由な

なかなか力の要る作業に

で行われる

と色を分け合い、綺麗なグ

した。

「おもてなし

子でした。

重な体験になると改めて感

っても、我々にとっても貴

して、関心いたしました。

残念ながら失敗して割れ

じました。

お菓子教室は子ども達にと

てしまった物はお客様に出

ラデーションの落雁もたく

せないので、子ども達の味

さん出来ました。

様々な模様の木型に目を

見用になり、みんな嬉しそ

それぞれ一人一色、生地

輝かせる子ども達。力加減

うに食べて「おいしい！」

に好きな色を付け、いよい

を一から子ど

に苦戦しながらも、徐々に

「溶けた！」と喜んでいま

様にお茶菓子

も達の手で制

コツを掴み次々と作品が出

としてお出し

作。

来上がり歓声が上がりまし

よ型に押していきます。

子ども達に

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

囲まれ、青年

する「落雁」

集会」でお客

した。

を実施致しま

市立烏丸中学校にて、三年

京都市立烏丸中学校にて

お菓子教室

月４日（水）に京都

京都府菓子工業組合青年
部は

部・竹内恒彦

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

講師にお迎えしました。

しょうり

一体その正体は？

います。

つ特産糖の特味を生かし、

10

くつわ堂」さんに訪問して

10

など奇抜な商品開発が有

27

瓦せんべいをはじめ、くつ

27
集合写真

55

都
京

11
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ちゃっこいちゃっこでおちゃっこすっぺし

代の女

り上げは下降気味で、特に

もの努力不足もあり年々売

ンのサンプルが届きまし

とともにハート形のみそパ

んじゃないすか」との一言

みそパンはハート形がいい

ました。実はこれにはこぼ

インを使用することに決め

で、即全会一致でそのデザ

が時間を感じさせないもの

みしよう」の「おちゃっこ

る「ちゃっこい」と「一休

台弁で「小さい」を意味す

肝心の商品名ですが、仙

ズは皆様から大変ご好評を

駄がし「ちゃっこ」シリー

の発売開始以来、一口仙台

おかげさまで、昨年３月

ゃっこ』としました。これ

すっぺし」からとって『ち

いきたいと考えております。

ようなお菓子をお届けして

皆様に笑顔になって頂ける

頂いております。今後も、

～
れ話があり、このデザイン

は「可愛らしい名前を」と

仙台市菓子工業組合・仙

に関心のある

「天然素材を使ったお菓子」

は外部メンバーの所属する

いうこともあるのですが、

台駄がし本舗

仙台駄がし本舗 日立家
た。日頃、あまり自分の意

会社の社長さんがその昔に

ご家庭でも気軽に楽しんで

性の購入も多くはありませ
見をいう性格の社員ではな

デザインしたものだったの

もらえればとの思いもあり

「ベジちゃっこ」などの新

く、正直、その行動には驚

です。そんなご縁もあり、

仙台駄がし本舗日立家

一昨年夏、この課題を解
かせられるとともにとても

このデザインを使うことと

んでした。

うれしい出来事でした。今

しいお菓子で皆様に笑顔に

決すべく社内外の方にご協

回のプロジェクトを行った

康仁

なって頂ければと日々頑張

力頂きプロジェクトチーム

名付けました。

は、宮城県仙台市で「仙台

を立ち上げました。この取
しました。

駄がし」や「ゆべし」と言

今回は、私どもの主力商

中で、社員一人一人が自分

っております。

品である「仙台駄がし」で
代の女

しい味わいのお

使い素朴でやさ

は、天然素材を

「仙台駄がし」

せて頂きます。

種類ほどを作っ

プロジェクトを進めまし

る」という方向性を決めて

を可愛らしいデザインとす

と口サイズにしパッケージ

はそのままに食べやすいひ

性をターゲットに、味や形

ッケージのデザインをどう

次に取り組んだのが「パ

の改善に意識を高めてもら

け仙台駄がしを意識し、そ

たちの関わるお菓子とりわ

～

った昔ながらのお菓子や、
仙台名物〝牛タン〟をパイ

り組みでは「

菓子として仙台
た。常時

一人前になるまでは大変な

息子さんが後を継いでも、

•••••••••••••••••••••••••••••

和菓子講習会を開催

のだなと感じています。

地元の松山商工会議所の援

今回の和菓子講習会は、

助を頂き、組合としても日

学ぶ
じめ、カボチャを使ったサ

頃あまりお会いできない組

人気の
お菓子

愛媛県菓子工業組合では

ブレや蒸し菓子の栗時雨、

合員さん同士、交流を深め

おはぎ・栗時雨など

日に和菓子講習会を

抹茶豆腐（黒蜜掛け）など、

る場になればと思っており

種類を一口

ている仙台駄がしのうち、

ころ、たまたま整理した物

は掛けられず悩んでいたと

するか」です。あまり予算

て和菓子６品を教えて頂き

の小林紀夫先生をお迎えし

この度は、東京製菓学校

あるお菓子にアレンジを加

ですが、みなさんのお店に

少なかったのが少し残念で

入れ時と重なり、参加者が

まい、お菓子屋さんの書き

あり秋の彼岸前になってし

開催しました。

て、地元だけで
人気などから

年以上前の個包装

えて、また新しい和菓子を

した。

９月

どれも人気のあるお菓子ば

はなく県外から
サ イ ズ に し ま し た。「 味 と
置から

秋口の定番のおはぎをは

考えていってほしいと思い

した。

えたことは何よりの収穫で

のおみやげとし

かりでした。

の多くの方々に
形はそのままに」と考えて

フィルムで使ったデザイン

日は岩手県内の菓子パン類

ました。

県内の秋祭りへ出店

今年は、先生のご都合も

今回の和菓子講習会で学

子をそのまま作るのも結構

ます。

もご愛顧頂いて
おりましたが、若手社員か

が出てきました。その出来

のほか、宮城県からも出店

んだことをもとに、新しい

日に

小林先生のお話では、最

和菓子が誕生した時は、組

日～

となりました。

近の生徒さんは実技のまえ

月

た。地元産業まつりへの出

に礼儀作法から教えなけれ

去る

先生に教えて頂いたお菓

おります。しか
ら「女性向けなんすから、

売、生シュークリームやバ

があり、地域を越えた事業

ました。

しながら、私ど

事祝い金を活用し、各種事

ナナボートの販売を行い、

手製の菓子が振る舞われる

は、気仙支部が中心となり、

は、青年部が東京都府中市

日に

店は気仙支部恒例の主要事

日～
業で、支部内の融和や活動

月

大船渡体育館で開催された

また、

「大船渡市産業まつり」に

の菓子需要拡

事長・齊藤俊明）では、秋

合の広報までお知らせくだ

12

部杯」のイベントへ出展し、

10

手
岩手県菓子工業組合（理

さい。
25

10
組合ブースを出店。当日は、

大町通りに岩手県菓子工業

主管となり、会場の一関市

は、一関・東磐の両支部が

しました。このイベントで

せきスイーツ祭り」を開催

所との共催により「いちの

ントへ出展し、菓子・パン

組合では、今後も各種イベ

ころです。岩手県菓子工業

た事業実施が期待されると

とに、次年度以降も継続し

であり、今回の反省点をも

は、県組合として初の試み

各事業へのバックアップ

工業組合広報

愛媛県菓子

ます。

をお願い致し

様方のご参加

ますので、皆

と思っており

を開催したい

安に、講習会

月の初旬を目

地元、栗駒山の初冠雪によ

の消費拡大に務めて行く考

一

部長・白石恵

り、集客が心配されました

沢仁

岩手県菓子工業組合・小

えです。

わいを見せていました。同

には、行列が出来るなど賑

が、組合員手製の菓子販売

交流を深めました。

来年は、９

ばいけないとおっしゃって

日に

の東京競馬場で開催された

出店。各組合員がボランテ

～

資金捻出の一助となってい

大の一環とし

月

いましたが、どこのお店も

ます。
24

は、当組合と一関商工会議

翌週の

ィアで、ドーナツの実演販

いちのせきスイーツ祭り

和菓子講習会

岩手県ゆかりのレース「南

18

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

宮城ちゃっこ

媛
愛
18

40

来場者から好評を得まし

20

10
17

て、全菓連催

大船渡市産業まつり

10

岩

日立家・森

菓 子 に し た「 仙 台 パ イ 」、
の取り組みについてお話さ

40

城
宮
宮城県産野菜を原料にした

20
20

業を実施いたしました。

20
10
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その②
本を見ていただきますと︑

なかったですから︑氷を入

は冷蔵庫なんていうものが

いかと思います︒あとの人

らく半分もいないんじゃな

いる人達というのは︑おそ

す︒実際に電気代を払って

するのです︒あとでお話し

きなり都市が建っていたり

普通の野原だった所が︑い

で︑また向こうに行くと︑

でもそうじゃなくて︑やっ

きていくことはできます︒

ら︒普通にしていたって生

飽和状態になっていますか

今の日本というのは正直︑

るのだと思います︒

れてそのままやるか︑もし

ぱり輝いているようなとこ

ントぐらいインフレでし

そういう３つの理由︑私

うに思っております︒

いんじゃないかなというふ

をやってもオンリーワンな

ンリーワンの世界です︒何

そこを超えていくと殆どオ

いです︑実際には︒でも︑

いうのはやっぱり楽ではな

す︒ハラール認証って︑イ
やっぱりこの部分︑団塊の

くは腐ってしまう前に食べ

しますが︑私がいるグルガ

ろで勝負したいという︑そ

た︒今はたぶん８パーセン

がなんでインドに出たかと

のです︒だから︑そこに行

全菓連では︑全国組合幹部研修会で栁邦明氏︵な

世代と団塊ジュニアです

年前はサトウ

オンという街もまさにそう

尾関社長

トぐらいじゃないですか︒

一言で言ったら︑やっぱり

き着くところまでできるか

ちなみに︑魚も

尾関社長

ね︒ここの部分がピークに

達は皆︑そうやって電柱か

なのです︒

っているのですかね︒

で︑やっぱりインフレの国

そこにいる人達の目の輝き

どうかというところですね︒

スラムのほうもありますけ
駄目なのですよね︑当然︒

ら引いてきちゃうのです︒

してなんとか頑張ってやっ

栁社長

で仕事をやるというのは︑

というのでしょうか︒生き

尾関社長

ごみコンサルティング〝インド〟代表取締役社長︶

魚も︑ベジタリアンの方は

るか︒そういうふうにやっ

だから︑スラム街の人達も

ていく︒そうやって日本も

電気はどうしているんだっ

非常に面白いんじゃないか

るか死ぬか︑みたいなこと

ど︒知らずに食べさせてし

ていたのですけど︑今は殆

ということです︒こちらが

経済の規模が上がっていっ

て話じゃないですか︒そう

と私は思いました︒特に私

で必死になっているわけで

まったら︑アレルギーとか
きていて︑あとは逆ピラミ

どの家庭にこういうものが

インドなのですけど︒２０

たのだと思うのですけど︑

いう人達が電気代は払える

は不動産をやっていますか

を講師に迎え﹁地域と共に歩むお菓子屋〜世界進出

ッド型にだんだんなってい

１０年のものを持ってきま

そのイメージが今のインド

の か？ と 思 い ま す で し ょ

ら︑今この時代に日本で不

編﹂をテーマに講演を行いました︒聞き手は本紙で
食べない︒

くのかなという様に思って

した︒非常に綺麗なピラミ

です︒それは何で分かるか

う︒どうしているかという

しょうか︒

知の方いらっしゃいますで

れ︑一体何のマークかご存

な緑と赤なのですけど︒こ

さん︑日本のマークのよう

すけど︑これ︵図１︶は皆

栁社長

ンベジタリアン︒インドと

マークなのです︒で︑赤がノ

色のほうがベジタリアンの

というマークなのです︒緑

アンかノンベジタリアンか

栁社長

でございますが︒

いんじゃないかという感じ

れを知っておいたほうがい

我々も苦労しまして︒特に

じ ゃ な い で す か︒ そ こ は

き︑卵を使う機会って多い

りパンを作ったりすると

の方は駄目なのです︒

ど︑実は卵もベジタリアン

いうこともあるのですけ

お肉を食べない︑食べると

ということでいいますと︑

正解は︑ベジタリ

尾関社長

パーセ

いのですが︒これは３つあ

いうことを少しお話しした

がインドに進出したのかと

栁社長

の集団就職と同じで着の身

を知りませんけど︑かつて

私は１９６０年代というの

ックリだということです︒

ど︒高度成長期の日本にソ

今まさにお話ししましたけ

続いての２つ目︑これは

あるのです︒

立っていまして︑テレビが

議とみんな衛星アンテナが

です︒でも︑そこにも不思

当に屋根を作っただけなの

ますよね︑掘立小屋で︒本

すけど︑スラム街ってあり

ビもそうです︒面白いので

入っています︒あと︑テレ

た時期というのは

あともうひとつ︑今イン

国なのです︒

パーセ

ドはインフレです︒私がい

すけど︒そういう不思議な

かどうかは分からないので

あるのです︒他の物がある

ナを立てて︑テレビだけは

皆︑テレビと衛星のアンテ

地で仕事をしたほうが面白

けど︑やっぱりインフレの

ルの部分もあると思います

いう意味で︑ある意味バブ

になっているのです︒そう

千倍︑２千倍ぐらいの価格

地だったのです︒それが１

一銭の価値も無いような土

キビ畑だったといいます︒

けど︑インドのビジネスと

栁社長

がとうございます︒

尾関社長

んじゃないかと思いました︒

同じことがインドでできる

に成してきたことを︑私も

日本で父が１９６０年代

ういう思いがありました︒

インド進出の理由

ります︒

着のままで︑とにかく就職

では次に︑なぜ私

１つ目は何かといいます

後でお話しします

熱い想いをあり

と︑人口の構成が理想的だ

あれ︑なんで立

してしまっているというこ

す︒ですが︑卵となると殺

所で食べている方が結構多

が私はあります︒一方︑日

発にやっているという印象

てあるわけじゃないので活

す︒だから子ども達が美味

せるというスタイルなので

非常に上がっています︒昔

けど︑今冷蔵庫の普及率が

それを見ると分かるのです

うちはシュークリームとか

３︑４日ぐらい保つので︒

に１つの答えがあるので

なぜ停電が多いのか︑ここ

のです︑勝手に︒インドが

に言うと︑そういうふうに

いところですけど︒でも逆

なり難しいです︒

いとは言いません︑でもか

動産をやっても︑儲からな

収益源になっているのは︑

あともうひとつ︑うちの

いを非常に感じたのです︒

やろうという︑そういう思

す︒そこで何とか頑張って

美味しいのです︒なので︑

か持って来て︑それが一番

お願いいたします︒

ました︑事業内容をご紹介

います︒だいぶお待たせし

これですね︑まず

尾関社長

となので駄目だといってい

いです︒あと︑これはイン

ありがとうござ

のですか︒

われるお客さんの層という

やっぱりお菓子を作った

観光地で商売をされていら
いうのは︑人口の

これから︑特に

っしゃる製菓・製パン業の

そうですね︑食べ

ト︑チーズというのはＯＫ

年は労働人

ッド型をしています︒です

というと︑いわゆる日本で

と︑電気は引いてきちゃう

なくても大変な問題に発展
栁社長

スポンジケーキを作るとき

です︒たぶん︑卵というの

から︑向こう

いう三種の神器ですね︒消

もおなじみの尾関勇氏︵株式会社アンゼン・パック

ませんね︒

にはどうしても卵を入れな

は殺生につながるというこ

口に困ることはないです︒

費の耐久電化製品ですか︒

このベジタリアン

ント以上がベジタリアンな

いと︑あのふっくら感がで

とだと思います︒お乳とか

今︑本当にイケイケです︒

する︒

のです︒ですから︑このマ

てこないので︒卵を入れな

は絞ってやりますけど︑殺

非常に若い人達が︑職が全

栁社長

ークが無いと非常にトラブ

いで︑どうやってこのフワ

すわけじゃないので︒イン

ス代表取締役社長︶にお願いしました︒

ルになります︒もしベジタ

フワしたスポンジを作るか

ドの方は乳製品大好きで

先月号より続く︒

リアンの方にノンベジのも

というのは︑相当我々も苦

尾関社長

栁社長

のは︑月収どのぐらいの方

乳製品はどうな

たときにビックリしたので

ぐらいなのですけど︑そこ

いう地です︒ここだけ結構

によって違うのですけど︑

が買っていくのでしょう︒

ドの子ども達ですけど︑こ

しいって言うと︑２日目ま

フレッシュでやっています

いって︑ファンになってく

﹁あまりにも美味しい﹂と

いるのはうちしかないので︒ 体なので︑そうなるとうち

本の誕生日ケーキを作って

この誕生日ケーキです︒日

うとホームパーティーが主

大抵パーティーをやるとい

たのです︒そしたらあまり

です︒で︑女の子は違う物

男の子が２個目を食べたの

真だったのですけど︑この

ここがまたビジネスの難し

いうことです︒

メージあると思うのですけ

で誕生祝いとかっていうイ

が多いです︒日本だと︑外

日ケーキは非常にオーダー

栁社長

は非常にありがたいことで

ますので︑そういう意味で

かしらは誕生日になってい

すので︑３６５日あると誰

００人ぐらい日本人がいま

今３︐５００人から４︐０

に注文が来て︑皆で誕生日

ださる方もいらっしゃると

にも美味しいといって︑お

を食べようとしたのですけ

ど︑インドで一番おいしい

そ の︑﹁ Ｉ ｒ ｏ

けど︑こういうものは１日

栁社長

かわりしたのです︒そした

日本料理を食べたいと思っ

尾関社長

で破棄なのです︒だから︑

人の方はもちろん買ってい

ら︑翌日また来たのです︒

ど︑やっぱりシュークリー

ものに︑あまり馴染みがな

シュークリームは

いのです︒インドというの

会をするというふうになっ

た親が連れて来るわけで

きますけど︒インドの方で

尾関社長 よく買えますね︑

ムを食べていたのです︒そ

栁社長

はバタークリーム︑それが

次号に続く︒

す︒

皆さん︑自分でお肉とか何

ら︑それは自宅なのです︒

たらどこに行くかといった

ｈａさんしかない﹂ってい

す︒で︑これは２日目の写

になります︒

いうと︑やっぱり近くにい

そ こ ま で︒ お 金 持 ち で す

っしゃる方というのもある

主流なのです︑今は︒つま

ているという流れだと思い

の人達は︑最初にシューク

尾関社長

る富裕層の方達が多いです

か？
トをしないのです︒買うと︑

のですけど︑インドという

り︑保存がきくということ

ます︒実際︑デリー界隈に

リームを人生で初めて食べ
ゃらない？

す︒でもここの距離は︑２

は何ルピーなのですか︒

ね︒で︑インドの人達とい

その場で食べるのです︒こ

のは︑教育に非常にお金を

です︒バタークリームだと

なので︑この誕生

駐在員ぐらいしかいらっし
パーセント消費税がか

これが大体
ら

時間半ぐらいから３時間ぐ

栁社長

うのは︑あまりテイクアウ

そうですね︑日本

ルガオンという場所です︒

らいかかる場所です︒

１００ルピーで売っていま

かってくるので︑結構高め

日本人でも︑デリーに滞在

尾関社長

すので︑大体１５０円から
１８０円ぐらいですかね︒

うやってファミリー層が来

かけるのです︒基本的に︑
そうすると︑買

うところが凄いですよね︒

パーセントか

牛乳とかヨーグル

すが︑もの凄く厳しいので

に税金が加わるのです︒州

います︒

これは私も行っ

20

あって︑そこの中に出して

10

います︒

方︑特にパンを扱っていら

のを渡してしまうと︑大変

労してやりました︒

お菓子の値段

離れているのです︒ここの

３店舗目は︑ニムラナと

ていただきたいと思って︑

まず店の位置を見

地図をお持ちしました︒今︑
距離は大体

するといったら駐在員の方

段がどのぐらいなのでしょ

シュークリーム

はまずここに来ますし︑銀

うか︒

さてお菓子の値

行・商社以外の方は︑ほぼ

尾関社長

たりとか︒後ろに写ってい

子どもがしたいことはやら

れぐらい生クリームという

支店なんかをこのグルガオ

大体２００円から

栁社長

るのはフランスの家族です
尾関社長

シュークリーム
や誕生ケーキが
売れる

けど︑こうやって︑この場

お金を持っていら
栁社長

の南側︑ここにバサントク

のがありますね︒単体でい

高いですね︒

３００円ぐらいですかね︒

ンジという場所があるので

うと１５０円から２５０円

あと︑２店舗目はデリー

すけど︑ここにアンビエン

税金が高いという

ス・モールというモールが

シュークリームと誕生日ケーキ

ンに出しています︒

分ぐらいで

私が本拠にしているのはグ

15

栁社長

30

20

ここで問題なので

っしゃる方は︑これからこ

なことになるのです︒やっ

世界進出編

ぱり宗教も絡んでいますし︒

地域と共に歩むお菓子屋

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）

30

20
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日は

伊藤様が親切に︑親しみを

て福岡県出身の課長補佐の

商品である寒天などについ

と試食を受けました︒主力

業様の取扱商品などの説明

津川は山々に囲まれ︑秋に

の地︑岐阜県中津川へ︒中

その後︑栗きんとん発祥

空気も美味しく感じました︒

から澄んだ青空がのぞき︑

には白樺があってその隙間

も感動︒多くの店では︑地

んとんを合わせた和菓子に

ていました︒干し柿と栗き

現し︑数量限定で販売され

時もてなされた和菓子を再

子を食されたそうです︒当

嫁の際︑宿泊の中津川で菓

皇女和宮様が１８６１年降

月

速道路を抜け︑紅葉︵黄葉︶

込めてご説明してくださ
は山栗を収穫して栗ご飯や

元の柿・リンゴなどの果物

じました︒また

が進み︑道路沿いの果樹園

焼き栗・ゆで栗にして秋の

通りだと思いました︒頂上

には柿やリンゴが色づいて
り︑有意義な講習を受ける

味を楽しんでおられるとの

散策︑ホールで伊那食品工

空港まで飛行機に乗り込

います︒ようやく到着︒入
ことができました︒

秋の視察 旅 行 ２ ０ １ ５

み︑秋の視察旅行が始まり

口で担当の前田部長様が待

レンタカーで約２時間︑高

ぱガーデンです︒空港から

那食品工業㈱のかんてんぱ

目的地は長野県伊那市の伊

ある広大な敷地には︑黄色

残そうと作られた３万坪も

いるアカマツなど１本でも

くださいました︒自生して

とです︒毎日従業員の方た

の清掃が行き届いているこ

山の落葉樹があるのに通路

は︑清潔な室内︑そして沢

ガーデン内で驚いたの

まりと言われ︑明治時代の

り︑それが栗きんとんの始

巾に絞って食べるようにな

かく潰して砂糖を混ぜて茶

こと︒蒸した栗を刻んで細

たいものです︒

機会があれば再度訪ねて見

ある菓子店が目立ちます︒

沿いはどの店も立派な趣の

で作った菓子も見られ道路

ンをわざわざ

日のレストラ

た︒当日定休

て頂きまし

まで堪能させ

り︑森林浴？

狭しと生茂

た紅葉など所

見て全員がその素晴らしさ

台から南アルプスの山々を

り︑標高１６００㍍の展望

０㍍のロープウェイにの

富士見台高原の全長２５０

の宿︑昼神温泉へ︒翌日は

いました︒車で一路︑本日

むころには少し暗くなって

散策・研修・買い物が済

こともあり︑当

胃腸が弱かった

体が弱く︑特に

４代目は非常に

羹﹂を考案した

の﹁太白百合羊

られました︒こ

﹁褒賞﹂を受け

羹﹂を出品して

て﹁太白百合羊

品展覧会におい

は全国名産贈答

︵大正６年︶に

し︑１９１７年

や味が微妙に違うように感

のお菓子が店によって食感

ていました︒栗と砂糖だけ

トにして中津川駅で販売し

各店舗の栗きんとんをセッ

物を買うわけにはいかず︑

うです︒それぞれの店の品

数は日本一を誇っているそ

造販売しており︑その店舗

菓子店では栗きんとんを製

化されました︒中津川の和

念していきたいと思います︒

と味を守りつつ︑家業に専

き︑これからも老舗の伝統

光のお客様にもご愛顧頂

す︒地元のお客様始め︑観

も御利用して頂いていま

方へのお土産やお茶請けに

の看板商品となっており遠

います︒これが今でも当店

のりと百合の根の風味が漂

あり︑封を開けると︑ほん

で甘さを抑えた仕上がりで

生餡と百合の根を使うこと

出来上がったそうです︒白

用する﹁太白百合羊羹﹂が

末︑百合の根を裏ごして使

ます︒

ーの古賀様︑感謝申し上げ

くださったライブカンパニ

様︑レンタカーを運転して

くださった伊那食品工業

ができました︒視察させて

した視察旅行を終えること

晴天に恵まれ︑無事に充実

この２日間︑寒くもなく︑

ちが清掃・手入れを欠かさ

開放して頂き
に感動しました︒ヘブンス

時の漢方では百

中頃︑菓子屋によって商品

ないとか︒素晴らしい

昼食︒昼食後
︵天空の楽園︶まさにその

合の根が良いと

佐賀県菓子工業組合武雄

局・村上豊美

福岡県菓子工業組合事務

ガーデン内を

山里屋菓子老舗

いう事を知りそ

!!

家族で老舗の味を守る

塗りの楼門は国の重要文化

ります︒そのシンボルの朱

されているほどに歴史があ

温泉は﹁肥前風土記﹂に記

佐賀県武雄市にある武雄

子文化が盛んなことから︑

ド︶筋ということもあり菓

名砂糖の道＝シュガーロー

超えるほど︒長崎街道︵別

３年︶といい︑１７０年を

は天保年間︵１８３０〜４

山里屋菓子老舗

財に指定されており︑この

通り﹂で︑私は﹁山里屋菓

楼門からつながる﹁温泉

を見たところ恐らくではあ

ていたそうです︒昔の地図

製﹂と言う屋号で商売をし

度１００周年を迎えました︒ ３代目の頃は﹁角屋佐兵衛

子老舗﹂を営んでいます︒

れをお菓子に利用できない

りますが︑長崎街道沿いの

かということで試行錯誤の

角に﹁角屋﹂とあり︑そこ

号は﹁山里屋﹂になり︑現

家族だけで切り盛りしてお

在の温泉通りに場所を移

り︑現在は７代目︵山口恭

ます︒４代目山口佐平より

に店を構えていたと思われ

本格的に菓子作りを始め屋

弘︶が跡を継ぎ老舗を守っ

雑貨屋として創業したの

ています︒

市郡支部・山口恭弘



秋の視察旅行

の銀杏や赤く

る関連企業など総勢

日︑福岡から小牧

28

染まりはじめ
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月

伊那食品工業視察

ました︒参加者は組合員の

っていてくれて︑案内して
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東京都菓子工業組合では︑二木英一氏︵株式会
社二木専務取締役︶を講師に迎え﹁お菓子の取り
なぜ今の売り場が出

ーのチョコレートの売価

﹂について講演会を開催されま

扱いアイテム数１００００
来上がったのか

が︑私が働いていた時の原

した︒

私が今の三菱食品︑当時

そんななかワラをもすが

のサンエスで修行して帰っ

る思いでコンサルタントに

価ぐらいという状況だった

ンエスで担当していたのは

お願いしたが︑現場を余計

てきた時︑菓子の専門店は

ドンキホーテ︑ロジャース︑

に引っかき回されて﹁これ

ので︑利益は出ないと思っ

大黒流通チェーン︑イオン

はだめだ﹂と思った︒菓子

た︒

だった︒二木に戻ってきた

業界のことが分からなかっ

大手の理論理屈では︑まず

時︑お菓子は販売促進に使

成り立たないと感じた︒サ

われる材料で︑五大メーカ

あってはならない容認が作るもの
は何か
販売のやっつけ仕事 ７つの理由

その①

たからだ思うが︑まず現場

に効率性を求められた︒そ

失 っ て い っ た︒﹁ こ れ は ま

かといったら︑接客が要ら

去年やっていないけど幾ら

バック︑得意先フィー︑家

いる︒上場企業の決算資料

買差益以外で利益を出して

報収集し︑マーケティング

説明できなかったこと︒情

つもりはないのだと思った︒ し て い る︒﹁ 消 費 者 の 立 場

賃収入︑新規事業である︒

なければ︑部下は迷ってし

に な る の？﹂﹁ 去 年 や っ て

が︑大手は資本で回し︑売

ま う︒﹁ お い し い も の を 仕

ない︒大手の効率的な商品

一生入りません﹂となる状

す ﹂﹁ ニ ー ズ の 追 求 を し ま

入れろ﹂と言っても﹁おい

ずい﹂と思い︑その場でコ

況を何回も体験した︒しか

す﹂﹁情報収集をします﹂﹁差

しいものってどういうこと

うしたら︑差別化がなくな

前︑セブンアンドアイグル

も昨年対比で作った商品

私たちは資本を回して利

別 化 を し ま す ﹂﹁ 消 費 者 の

で す か ﹂﹁ ま ず い も の は な

して︑消費者ニーズをつか

ープがパート比率を今まで

で︑再び今年の売り上げを

益を出すことはできないの

立場に立って考えます﹂だ

いです﹂という話になり︑

んで︑みたいなことは︑皆

以上に上げていくと発表し

作ろうとする︒なぜなら︑

で︑売買差益で商売する︒

った︒外れではない︒むし

ずっとその繰り返しだ︒お

を見ると︑売買差益はとん

た︒それを聞いて現場を誰

バイヤーが２︑３年で変わ

ではどうするか︒競争相手

ろこういうことはしてい

菓子屋をするために︑しっ

とんで︑それで利益を出す

でも売りこなせる商品にし

るので︑前任者の数字を塗

がいる以上︑絶対に戦略が

る︒ただ︑問題は﹁差別化

売り上げを上げるのは新商

ていくんだなと頭に浮かん

りかえようとし︑昨年と同

必要である︒

ってどういうことですか﹂

かり定義づけしなければい

品開発︑新規事業︑集客だ

だ︒今︑まさにそうなって

じ商品で作ろうとする︒だ

新商品開発︑新規事業︑

﹁消費者の立場に立って考

けないと思った︒

いないからデータがない﹂

ている︒先ずはエンドで置

いる︒要は接客が必要ない

から︑商品が変わらない︒

販売促進をする上で必要な

えることはどういうことで

という話になり﹁新商品は

く自社の新商品のＰＢ︑Ｎ

商品である︒

その状況がエンドレスに繰

ことを会社でディスカッシ

すか﹂を︑私自身が部下に

政策の特徴は︑誰でも売り

大手がしないところで商

Ｂの特売品︑定番自社ＰＢ︑

大手が商品を仕入れる基

りかえされている︒うちも

ョンした時︑出てきた答え

こなせる商品で︑２︑３年

売していかないと︑利益が

ＮＢ︑中小メーカーの商品

準は︑昨年対比データ︑値

一時期そんな感じだった︒

は﹁マーケティングをしま

ンサルタントを切った︒そ

出てこない︒そこで考えた

という状況である︒現場に

段︑売り上げ見込みがある

大手はどこで利益を伸ばし

して独自でしてきた︒

のは︑非効率なこと︒大手

行くとまさにそうなってい

もの︑メーカーがプロモー

ているかというと︑キック

った︒次に︑働いている社

が効率的な売り場を作るた

る︒現場のスタッフは完全

ションしているものだ︒問

員１人１人が商品とお客さ

めにしていることは︑どの

に補充要員である︒スタッ

屋で修行している時﹁これ

んに対しての当事者意識を

棚で︑どれだけ売り上げを

フが一番多い時間帯は朝一

ム内の資源︑選手の特徴を

う避けるかは︑いかにチー

なそこにお金をかけている

だけでは︑何もできなかっ

定観念にとらわれ︑データ

前にいる１人の人を理解す

の現場で思うことは︑目の

性雨や汚染物質とも無縁

地上の他の地域や地域の酸

る〟だった︒これではどち

の︒パソコンも英会話も行

らがいいわからない︒メー

だ︒真の純粋な水の味がす

年間

連れてくる︒それが

て︑その人がまた同じ人を

れば︑同じ人がたくさんい

理論理屈で解決しようと

た︒

するとデータは合っている

カーはこれが差別化ポイン

ているから︑可処分所得っ

現場にいた私の答えだ︒﹁差

ていうのかしら︑おやつに

かせて︑教育にお金をかけ

営者や上司が定義付けをし

りどういうことなのか︒経

に立って考えろ﹂は︑つま

作れるか︒そのため︑どう

で︑補充をしている︒なぜ

もともと私が唯一性を重

対戦相手に当てはめるか

競争相手がいる以上戦略は必要

いう商品を置いたらいいの

大手企業が経営戦略で最も嫌うこ
とは何か

かと︑商品の耐久性を考え

視したのは︑高校︑大学︑

だ︒これと全く同じである

手の価格争いだ︒それをど

実業団とアメリカンフット

らっていることだ︒

ボールをしていた︒ケガ人

が あ っ て︑ 具 体 策
needs
が あ る︒ 理 論 理 屈 で
wants

から︑先に進めなくなる︒

が多いスポーツなので︑消

くにはどっちがいいのか﹂

かけるお金は少ないわよ︒

と︑必ず現場もメーカーの

﹁薬を飲むにはどっちがい

ことに気づいた︒

差別化と消費者の立場に

されているため︑空気や他

い の か ﹂﹁ ミ ル ク を つ く る

ある時︑ディベロッパー

トですと言う︒うちとして

の汚染物質に触れることは

にはどっちがいいのか﹂﹁日

は︑どう違うんですかとい

あるミネラルウォーター

ない〟だった︒いい水とい

本の水とはどう違うのか﹂

別 化 ﹂﹁ 消 費 者 の 立 場 に 立

の会社の売り文句は〝我が

うことはわかると思うが︑

と聞かれた︒コアなところ

って考える﹂を容認すると

耗戦を嫌う︒今でいうと大

こと︒３か月たった時︑売

社のミネラルウォーターは

これを差別化だと思ってい

では﹁パエリアをつくるに

データの中には︑立場ごと

営業も﹁一応差別化です﹂

り方をがらっと変えた︒全

南ノルウェーの自然のまま

るメーカーがとても多い︒

はどっちがいいのか﹂と聞

の役割︑都合︑責任︑心理

﹁一応マーケティングしま

部廃棄するわけにはいかな

の帯水層から湧き出た水

もう１社はフィジーの水で

かれた︒完全に商品に目が

みんな安売りスーパーで買

立つ︒この２つを曖昧にし

し た ﹂﹁ 何 と な く ニ ー ズ の

大手のコンサルは現場を

いので︑賞味期限に余裕の

で︑何度も何度も岩や砂に

〝フィジーの帯水層は工業

っているのよ﹂と教えてく

ていると自社の営業や現場

追 求 を し ま し た ﹂﹁ ネ ッ ト

全部︑理論と理屈で解決を

解決しようとすると︑結局

る日現場にいる時︑ブラン

あるものは﹁いつもご苦労

よって汚染物質から守られ

地帯から離れ︑原生雨林の

う話だ︒これは情報を無意

にこう書いてありました﹂

し よ う と す る︒﹁ 自 動 車 会

行き詰まる︒これが中小企

ド品のバックを持っている

様です︒お子さんもお疲れ

ている︒そのため他に類を

全部︑理論理屈で解決しよ

に嫌な状況を作ってしま

﹁日経にこう書いてありま

社ではこうしていました﹂

業に勤めている私の答えだ

﹁何でだろう﹂と現場に立

女性に声を掛けられた︒﹁お

ですよね︑お母さんもお疲

見ない純粋さを保ってい

が入っていない︒まず︑こ

う︒私の中で〝差別化〟と

した﹂と言う︒既にそれは

﹁大手アパレルではこうし

って見た︒データは市町村

いしそうねえ︑でもお菓子

れですよね︒たまにはいい

れた︒ああ︑そうかと︒こ

は︑自社の唯一性を消費者

差別化ではない︒みんな同

った︒

から集めてきたので︑合っ

にしては高いわね﹂と言わ

んじゃないかと思います︒

行きすぎている︒

①理論・理屈で解決しようとする

に理解してもらうこと︒〝消

じことをしている︒﹁一応﹂

て い ま し た ﹂﹁ テ ー マ パ ー

ている︒世帯数は幾ら︑子

れた︒思い切って﹁皆さん

生態系にある︒雨は太平洋

次号に続く︒

味なものにし︑差別化を容

費者の立場に立って考える

とか﹁何となく﹂を販売促

と頼まれた︒情報収集する

た﹂という話を何回もする︒ から横浜に店を出してくれ

クではこうやっていまし

と所得平均が８８０万と高

どもはどれくらいいるか︑

買ってくれないんですが︑

を何万キロも渡っていた赤

認している︒何となく情報

こと〟は︑立場による都合

進のやっつけ仕事と言って

﹁うちは中小企業だから︑

いので︑簡単にいいものが

車は何に乗っているか︑所

る︒ポンプを使用しなくて

道風によって浄化される︒

うとしてしまう︒これは中

や役割︑責任︑心理などに

おり︑社員の企画書にその

データ収集に何千万もかけ

売れるという判断をしてし

得はどれくらいあるのか︒

も水が自然に地上にわき出

小企業の死活問題になる︒

理解と配慮を示すことであ

言葉があると﹁これはやっ

られない﹂と言っても︑な

まった︒実際︑その店で高

ご褒美にどうですか﹂とい

る︒水は幾つもの層に保護

れを解決しなければいけな

経営者や上司は︑差別化

つけ仕事だからだめ﹂と言

かなか理解してもらえなか

級商品を品揃えして１年間

う売り方をした︒それでや

い︒理論理屈は大勢の理論

や消費者の立場に立って考

って︑破ってしまう︒企画

った︒現場を知らないので

どうしてですかね﹂と聞い

っと商品が動き出した︒固

れは理論理屈では絶対に出

えることの定義を曖昧にし

書の基準が︑消費者の立場

こういう理論・理屈になっ

てみたら﹁この辺は進学塾

てこない︒

てはいけない︒容認しては

に立って考えるということ

それを見て品揃えしたのに

と進学校が多いから︑みん

立場ごとの役割や都合︑責

任︑心理︒ここに理解と配

慮を示さなければいけない

②情報を無意味なものにする 没個性

様から出た声は﹁お米を炊

水を置いて︑売り場でお客

てしまうので︑実際にこの

を集めているからこうなっ

いけない︒なぜ︑容認して

は︑役割や都合︑責任︑心

出したが︑初めの４か月間

﹁何でこんなに売れないの

を見ると思うが︑中小企業

は い け な い か︒﹁ 差 別 化 を

たと思う︒

だろう﹂と思っていた︒あ

そこで発見したことは︑

し な さ い ﹂﹁ 消 費 者 の ニ ー

理︑それぞれに配慮を示し

は全く売れなかった︒お金

る︒

ズ を 追 求 し な さ い ﹂﹁ 消 費

持ちがたくさんいるのに

15

理想と理想になっていな

具体策がWants

い 現 実 が あ り︑ そ こ に

理想のかなって
いない現実

二木 英一 氏（株式会社二木専務取締役）

ている︒これは︑自社の唯

Needs

なぜ今の売り場が
出来上がったのか!?

一性を消費者に理解しても

Needs と Wants の間にあるものは何か？

取り扱い
お菓子の アイテム数
10000

者の立場に立って考えなさ

① 理論・理屈で解決しようとする

!?

い﹂という状況でしている

あってはならない容認

理想
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第

回全国菓子工業組合連合会青年部中・四国ブ

ロック大会・山口大会は吉井純起氏（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）を講師に迎え、「Ｄｅｓｉｇｎの力」を
テーマに講演会を開催しました。
先月号より続く。
かを考えることもなく、た
だ夢だけは大きく、新たな
出店を考えました。

イ・デザインワークス代表

吉井純起氏（株式会社ヨシ

でお引き受けしましたが、

いというやる気を感じたの

吉井

吉井氏と藤井氏
の対談より

取締役／グラフィックデザ
その際、オープンに向けて、

変わらなきゃいけな

年前になりま

その③

時間が出来て商品と向き合

を行います。しかし、少し

るまでトータルでデザイン

ジ類。ケーキのピックに至

お茶を使ったスイーツも提

お茶の産地があり、そこの

ました。また、宇部市には

たスイーツの製造を提案し

ホワイトチョコを原料とし

トの歴史をモチーフにした

びは多くの方に私が作った

良く考えてみると一番の喜

もプライドはありますが、

伝えるプロでもない。私に

いし、美味しさを消費者に

ロですが、売るプロではな

したが、ただ、作るのはプ

けない先生から褒められま

す。基本となるのはやはり

ってみると、味は良いのに

案しました。現在は＂宇部

スイーツを味わってもらい

潤沢で店作りやコマーシャ

パッケージが地味であまり

ダ イ ヤ「 黒 」「 白 」「 緑 」

笑顔になってもらうことな

ケーキ本体の味やデザイン

レトロな表現になっている

「橙」
＂ と 揃 い、 こ れ ら を

んです。だから、多くの方

ルにお金を掛けられれば、

ことに気付きました。その

セットにしたアソートは一

に届けられると思ったら、

です。私どものスタッフも

原因はデザインのベクトル

番の人気商品になっていま

職人のプライドなど些細な

含め、試食を行い商品の見

が「石炭」に向いていたか

す。商品づくりで大切なこ

ことだと感じています。お

何とか従来の名前でもやれ

らです。その為、私はデザ

とは、マンネリ化すること

陰で宇部ダイヤは地元出身

たと思います。ただ、そう

インの焦点を「黒ダイヤ」

なく、次々と新たな商品を

のタレント西村知美さんの

直しをお願いしました。

に当て、包装にはメタリッ

開発し、新鮮な刺激を与え

推薦で地元を代表する名菓

はいきません。そこで「せ

というお菓子です。美味し

続けることです。藤井さん

として「ごきげんよう」と

万円くらいで、そこから家

ケ ン ジ ） 年 間 １， ２ ０ ０

藤井謙治氏（パティスリー

り上げはどのくらいでした

を営業されていました。売

売れているとはいえない店

地下で、失礼ながら決して

れまでは地元のデパートの

を計画されていました。そ

の藤井さんは、新たな出店

すか、パティスリーケンジ

れに、親身になって相談に

機関から言われました。そ

ことはできませんと、金融

藤井

乏しい中での出店です。

舗名の変更でした。資金が

た。先ずお願いしたのは店

４．経営者の意識改革でし

の 見 直 し（ 味・ デ ザ イ ン ）

た店舗の見直し

名の変更

をご提案しました。１．店

４つの問題解決すべき課題

魅力ある店づくりのために

ます。日本デザインコミッ

タートになります。資金が

ることはマイナスからのス

名を引き継いでオープンす

たからです。人気のない店

うと、売れていない店だっ

欲しいとお願いしたかとい

吉井

たのは吉井先生でした。

唯一私の夢を聞いてもらえ

デザイン界の巨匠と呼ばれ

のですが、その番組の中で

情熱大陸に取り上げられた

３つ目は商品の見直しで

ました。

く、外装の塗り直しを行い

ングで認識性を高めるべ

えないと、せめてカラーリ

い店舗でした。これでは戦

況であり、しかも主張のな

いて、ほとんど見えない状

ましたが、道路から離れて

ベルで均衡が取れていれ

食べた後の満足感が高いレ

です。食べる前の期待感と

んと目指している理想の姿

認知されているスイーツを

お陰で地域の名産品として

咤激励を受ける日々です。

になれない部分があり、叱

まだ今ひとつですね。大人

藤井

から。

ジも売り上げに影響します

らには、藤井さんのイメー

ば、一方通行で名物にはな

感をもって認められなけれ

れますが、地域の方に納得

側は名物と銘打って発売さ

の が＂ 宇 部 ダ イ ヤ「 黒 」＂

歴史をスイーツで表現した

として成長しました。この

のまちで、石炭産業を基盤

す。宇部市はもともと炭鉱

藤井

額的には幾らですか。

吉井

千個売れる程度でした。

吉井

てられると思います。

えられれば、業界も盛り立

かるよ」と次の世代にも伝

第では「お菓子の業界は儲

店舗サインから、パッケー

に始まり、広報はもちろん

す。シンボルマークの策定

デザイン作業が発生しま

ープンされるには、膨大な

う様に売れない。店舗をオ

藤井さんの言われる通り思

ったものでした。しかし、

性を表現し、商品として整

そういうデザイナーを見つ

るものです。ぜひ皆さんも

ジのイメージまで描いてい

したら売れるか、パッケー

する瞬間には、どのように

す。そして、アドバイスを

ケティング力を備えていま

す。そのため、このセメン

ト産業へと移行していま

考えると、石炭からセメン

ています。宇部市の歴史を

う」と新商品の提案も行っ

「こういうお菓子をつくろ

吉井

力を体感しています。

るのですから、デザインの

藤井

滅多に褒めていただ

るので、本当に感心します。

美味しい菓子を仕上げてく

を抜きにしても、最終的に

せないものです。そんな事

すが、なかなか行動には移

なことは誰もが知っていま

とです。素人の意見が大切

スを素直に聞いてくれるこ

ん。それから、デ

なか心が入りませ

な人の仕事はなか

人間なので、嫌い

し、デザイナーも

ないと思います

うなことが起こっています。

ないのに、信じられないよ

らがアプローチした訳では

れていました。本当にこち

ンガに宇部ダイヤが特集さ

楽しみなようです。そのマ

にかくおやつを食べるのが

の方は仕事がハードで、と

にもなりました。マンガ家

３．商品

それこそ１円も貸す

５千個というのは金

地域の魅力を素材にした独

なぜ店舗名を変えて

あります。

１００万円くらいで

藤井

やれば出来ますよ。

るお取り寄せ商品に＂大吟

井先生を通じてデザインの

ザインをする自体

が好きなデザイナ

ーより、人が好き

み重ねが大切です。多くの

吉井

仕事をしていても楽しいで

陰で夢がどんどん膨らみ、

力を体感してきました。お

非夢が共有できる信頼のお

あります。その為には、是

ら、皆さんにもチャンスが

負できると思います。だか

った基準で選んだらいいで

したいと思った時、どうい

質問

夫婦みたいなもので相性も

力する筈です。

の期待に応えられるよう努

ていますし、何より依頼者

人の心理も理解し

タイプは世の中の

勧めします。この

なデザイナーをお
レビの元女子アナの方が宇

お店が地域の名物となるよ

しょうか。

あります。依頼者の方も相

会場からの質疑
応答

それから、私どもは

お陰で今は年間

賃も払っていましたから、

のってくれる人もいなく、

ティーという、デザイン啓

て い る 先 生 が、＂ 大 吟 醸 ケ

今、私どもが作っている商

けてください。
に一面を使って紹介されま

醸ケーキＴＡＫＡ＂が選ば

藤井

儲かっていませんでした

市に全国的に人気のある貴

蒙を目的とした日本を代表

りません。その為には、地

品のレベルのものは、都会

てしまうという現実に警鐘

れ、掲載されました。

部 空 港 に 降 り て、
＂大吟醸

けるデザイナーを側に置か

性の悪い人間からのアドバ

自性のある商品ならば、勝

した。たまたま、このペー

に全国のデザイン物産、全

ケーキＴＡＫＡ＂を見て、

す。今は不景気で業界から

吉井

年間、吉
ジを担当されているフジテ

２３５点を選出し、松屋銀

うな商品を発売されていま

良いと思います。それから、

実績から選ばれたら

デザイナーにお願い

座で物産会が行われまし

好奇心から手にとって味わ

れたら良いと思います。優

ブランドづくりは積

た。この際、山口県代表に

れたデザイナーは一人マー
このことが、藤井さ

は儲からないという話が伝
この企画はテレビの

吉井

わってきますが、やり方次

藤井

選ばれています。

すが、成功するケースは少

私はこの
ンで売れる商品＂をテーマ

を 鳴 ら す た め、＂ ロ ン グ ラ

女性自身では、食の

パッケージデザイン

ね。今考えると、何が問題

か。

もう１品、木箱に入
（たか）という大吟醸酒が

するデザイン組織がありま

域の誇りとして相応しい存

には沢山あります。ただ、

２．完成してい

吉井

あり、それを使った日本酒

ば、こういう良いことが起

在になるよう、丁寧にブラ

最後の１つは、経営

私も職人ですから、

いと言うコアなファンがお

ク紙を使用し、輝きのある

の理解を得て、今も、新し

いうテレビ番組で取り上げ

藤井

幾つか誕生させることがで

られましたが、なかなか人

表現にしました。

い企画が進行中です。藤井

他のことはともかくケーキ

きました。これだけは、他

気が拡がらないのが悩みで

個くらい売れる商品になっ

さんの凄いところは、味に

めてゼロからのスタートに

思いました。それ以上に失

店に誇れる成果です。私の

した。

ています。同じ商品なのに

させて欲しい」とお願いし

敗は許されないという危機

作ったスイーツに＂宇部ダ

吉井

パッケージを変えるだけ

について、意見を言われる

うの？」「ケンジです」「じ

感がありました。

イ ヤ「 黒 」＂ と い う 生 チ ョ

は私の手によるものではな

ました。結果、理解を得て、

ゃパティスリーケンジでい

吉井

コレート焼きがあります

かったのですが、特別なイ

られました。また、マンガ

のは正直心穏やかではあり

こう」と、こんな流れだっ

者の意識改革です。これが

が、これがロングランのヒ

ついても私どものアドバイ

ませんでしたが、吉井先生

たと思います。藤井さんが

一番難しいですね。おせっ

ット商品になっています。

で、売り上げが大きく伸び

新たな店名は私がネーミン

正に主役となった瞬間でし

かいな事務所なので、藤井

ンパクトはないものの地域

グさせていただきました。

た。次の問題解決は私に声

さんの身なりも注文を付け

年前は、年間に５

を信じたからには従おうと

がかかった時には、ほぼ完

ただ、

「藤井さん、名前は何てい

成していた店舗の見直しで

ます。名前を店名にしたか

れて販売している＂大吟醸

のケーキの製造をアドバイ

ーキＴＡＫＡ＂を手に持た

こります。

ントを育て続ける必要性が

万

した。路面店と言われてい

ケーキＴＡＫＡ＂というヒ

す。この組織が２００８年、

れて登場された時には本当

藤井

経営者の意識改革は

ット商品があります。これ

スしました。このケーキも

デザイナーはモノを作るの

専門家の方たちが推奨され

10
ないと感じています。お店

10

イスは素直に聞け

も藤井さんと私どもとのパ

不思議な力を持った商品

に驚きました。また、ａｎ

大吟醸ケーキTAKA

聞き手

われたようです。

ばなもんきー

ートナーシップにより誕生

ａｎにも目次の次のページ

生チョコレート焼き
「宇部ダイヤ」

が仕事だが、売れないモノ

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）

を作ったらゴミを作り出し

Designの 力

で、いろいろな事が起こり

イ ナ ー）

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）

15

させたスイーツです。宇部

20
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常務取締役執行役員︶を講

全国中小企業団体中央会では︑河本宏子氏︵全
日本空輸株式会社
師に迎え﹁経営戦略としての女性の活躍推進〜
﹂をテーマに講演会を
Let's make history!
行いました︒

ないルールがある︒それは
守るが︑日本の復興のため
にこういうことをしていき
たい︑どの路線を飛ばしど
んな事業計画を持つか︒自
分たちがやりたいことは︑
航空会社として主体的に決
める︒
その主体的な運営をする
ため︑３つ目に独立独歩で

客室乗務員として入社し︑

翼でご存じだと思う︒私は

ＡＮＡという会社は青い

の空に日本人のパイロット

と︒お客様を飛ばす︒日本

る︒一つ目は高潔であるこ

理念が︑私の心に響いてい

この時に掲げた３つの経営

ちのやりたいことができな

することにもなり︑自分た

けることになる︒権威に屈

けないと他からの介入を受

た︒自分たちの足で立ち続

ＡＮＡの努力と挑戦の歴史

現場でその道一筋に歩いて

くて︑従わなければならな

きる企業であろうと言っ

きた︒
による飛行機を飛ばした

その①

であれば女性は必ず辞める

いという時代で︑社内結婚

きれば辞めなければいけな

入社した当時︑子どもがで

することはなかった︒私が

などの意思決定の場に参加

ただ︑経営やマネジメント

で︑長くＡＮＡを支えた︒

乗務員やグランドスタッフ

女性が働く職場として客室

場のフライトや空港では︑

ンスという国際競争の流れ

た︒そして︑スターアライア

の国際線に出るようになっ

で社員の数も増えて︑念願

機が大きくなり︑大量採用

は︑ジェット機化して飛行

変わっていくきっかけ

を持つ時代ではなかった︒

は貢献していたが︑主体性

港で仕事し︑会社の事業に

める︒女性は乗務して︑空

赤字が続いていた時︑社内

線をしている状況だった︒

そこで得た収入を基に国際

たし︑国内線が安定基盤で︑

の自由化も進んでいなかっ

で食べていた︒当時は運賃

線は赤字で︑国内線の収入

たが︑２００４年まで国際

た喜びが社内でも大きかっ

ってしてきたことが実現し

念願であり︑この夢に向か

の国際線への進出だ︒悲願︑

来事の１つ目は１９８６年

内線と国際線担当者の間に

気が薄れる﹂と言った︒国

ない︑と聞かされてはやる

て仕事をしても利益になら

﹁幾ら一生懸命サービスし

国際線を飛んでいる者は

いでいるのに﹂と思うし︑

んだ︑私たちはこんなに稼

者は﹁何で国際線やめない

場でも国内線を飛んでいる

う経営の意志があった︒現

くには国際線しかないとい

これから競争の中に出てい

摩擦も出た︒

の中に入ったことである︒

でも撤退すべきという議論

い︒戦後︑ＧＨＱのもとに

﹁不安だったけれど︑変化

て︑客席の色が変わった︒

したから︑自分たちで努力

間航空会社としてスタート

きる会社であろう﹂だ︒民

ャビンアテンダントやパイ

タッフの比率は少なく︑キ

てるようなデスクワークス

が何度もわき起こったが︑

置かれ︑自分たちで飛ばす

はこういうところから起こ

ロット︑整備士︑空港職員

ＡＮＡにとって大きな出

国際線への進出

という雰囲気があった︒そ
んな時代だった︒客室乗務
員もグランドスタッフも
３︑４年すれば結婚して辞

％︑間接で経営計画を立

い︒飛ばすことはそれを使

そんな厳しい時期︑２つ

が現場を支えている︒

葉﹁自分たちは独立独歩で

ってくださる公共の器でな
先人たちはそういう思い

し︑何とか回復させるんだ

女性のビジネスマンもい

れ︑入社は１９７９年︑ち

ことができない時﹁自分た

という思いで過ごした︒コ

私は１９５７年に生ま

ょうど会社ができたのと同
ければいけない︒だから︑

この時に嬉しかったこと

る﹂と感じた瞬間だった︒

スターアライア
ンスへの加盟

じ頃で︑自分の人生は会社

目の出来事があった︒１９

スト削減や生産性向上策

９９年にスターアライアン

は︑今まで自分たちがお客

と︑いろいろなことをして

を持って会社を設立され

スへの加盟を決め︑ＡＮＡ

盛り返してきた︒こうした

た︒自分がマネジメントに
携わるようになって︑改め

様としてお迎えしたことの

ダイバーシティ︵多様な

ちの足で立ち続けたい︑だ

いきたい︒そのためには利

ない方たちに﹁知らなかっ

人材活用︶を紹介させてい

から民間企業としてやって

ＮＡは創立
年たったので︑

の流れを大きく変えた︒当

ジネスを考えている︒具体

ただくと︑整備関係では︑

している︒

そのうちの半分以上を過ご

ちの使命だといった︒

が︑入社

時︑アライアンスという言

的には︑中東エリアやアジ

れをビジネスチャンスに

の会社に売れる︒従って︑

使える︒

て会社の原点や思いを大切

アの航空会社は︑路線を延

ワークを拡大した︒機材も

くしていこうと成長の柱に

記録を残しておくことが重

った知識や人材を生かすビ

にすることが必要だと感じ

ＡＮＡは２０１３年に組

益も出さなければならない

ことを乗り越え︑国際線を

織を大きく変え︑ホールデ

し︑自分たちで安全を守り︑

成長戦略の柱にし︑これだ

２つ目は︑権威に屈する

たけれどＡＮＡのサービス

けの路線を持っている︒国

ことのない︑主体性を持っ

は い い ね ﹂ や﹁ ど ん な 会

はそういうことを知らせて

２４３機と多い︒

要になる︒記録を作成し︑



ンスの飛行機を見た時︑Ａ

いく役割を担っていると思

し︑バンコクにパイロット

ＡＮＡホールデ
ィングスとして
スタート
葉は一般的ではなく︑どこ

社？﹂と聞かれ﹁また今度

た︒

かと手を組むというと吸収

努力もしなければいけな

されるとかを意味すると感

た企業であろうというこ

航空業界では創業当初か

全日空初代社長美土路昌

ら女性が活躍していた︒現

い﹂という思いが込められ

飛行機はＡＮＡがずっと持

ている︒

ばすため飛行機を買ってい

と︒行政や規制やいろいろ

ィングス会社としてスター

な制約︑守らなければいけ

内線は１日８２８便︑国際

ち続けるわけではなく︑い

一氏は﹁現在窮乏︑将来有

乗るからね﹂と言ってもら

い状態で整備しておけば次

望﹂という言葉を掲げた︒

じた時代だった︒私自身︑

る︒すると︑パイロットや

ＮＡという会社はなくなる

養成学校を設立して︑ＬＣ

冷え込んできました︒一気

と︑海外の方よりもまず日

進めていった︒それから︑

■上生菓子の本︑刊行！

ＡＮＡの人員構成は︑女

■海の向こうから見る和菓

性比率が高い会社である︒

に天候が変わり︑積雪する

った︒本当に大丈夫なのか

持った方を採用し︑書類の

という気持ちは持ち続けて

整理をしてもらっている︒

のかな︑国際線はほかの会

てている︒国内にもパンダ

さらに前に進むため今回︑

社にやってもらうのかな︑

というパイロット養成学校

東京オリンピック・パラリ

本語で読める私たちが︑ま

ルチブランド戦略と呼んで

を持ち︑ＬＣＣのパイロッ

ンピックのスポンサー企業

先日︑素晴らしい上生菓

の構成比

いるが︑バニラエアやピー

トを育てている︒パイロッ

になった︒２０２０年︑さ

ファイルする作業は障害を
多い︑ほぼ

チといったＬＣＣを持っ

トの資格管理は厳しく︑年

Ｃや海外のパイロットを育

になっている︒女性社員の

た︒これから世界のお客様

齢の制限や健康診断が求め

ＡＮＡホールディングスの

ったことが功を奏し︑徐々

職種内訳は総合職技術職︑

がたくさん使うであろうＬ

傘下には別のブランド︑マ

に黒字に脱却することがで

運航乗務職のほか女性パイ

ＣＣ︵格安航空会社︶をビ

男性より女性のほうが若干
しかし︑客室乗務員とし

きた︒ここからだと思い︑

ロットや女性整備士も生ま

いたが︑そうした戦略をと

ては変化を感じた︒ＡＮＡ

２００７年に最高収益を出

れている︒年齢的に見ると

と感じた︒
きました︒そのうえで和菓

という名前を世界のお客様

すことができたが︑その後

らにその先にどういった遺

ず︑和菓子の魅力を知るこ

子の五感をゆさぶる味わい

はご存じないし︑当時は限

リーマンショックが来て︑

られるが︑高齢化したパイ

とが大切ではないかと気づ

を︑お客様や身近な人々に

られた路線しか飛んでいな

ジネスチャンスに取り込ん

候に表現された上生菓子

も届けることができないも

いので︑乗る方は全部︑日

女性は若い人たちが多く︑

産が残せるのか︒建物やイ

子の本が出版されました︒

子
菓業新聞にも︑海外での

など︑極端な季の移り変わ

和菓子イベントが取り上げ

のかと︑ゆく歳を前に考え

２００８︑２００９年は厳

ンフラだけではなく︑今社

・

てみたくなっています︒

本人ビジネスマンだった︒

ロットのスキルを生かすた

来る歳は︑申の歳︒力強

め︑その方たちの職場とし

の魅力を︑素晴らしい写真

だ︒また︑国際線の物流の

られるようになりました︒

中︑大切な事業になる貨物

和の世界の素晴らしさ

客室乗務員が多いこと

男性は少し高齢化している︒
代一色だっ

座っているお客様は全員背

しい時期だった︒国内線︑
広を着た

国際線を含め︑営業赤字と

く躍動する縁起のよい一年

〜

と言葉で伝えています︒英

員の中に何を残すことがで
くよき一年でありますよう︒

・仏語訳付︒世界に向けて︑ となりますよう︑和菓子輝

ても考えている︒シミュレ

きるのかを話している︒

今後増えていく日本訪問の

事業を１つの柱として置い

ーターで教育訓練をするの

チャンスに︑和菓子業界の

で︑おわかりだと思うが︑

であれば︑技量やスキルが

を︑海外の方のコメントか

いうかつてない経験をし

ている︒さらに多角化で︑

らも知ることもあります︒

た︒しかし︑スターアライ

ＡＮＡグループが今まで培

菓子のもつ意味や情景を伝

％︑デスクスタッフは

フロントラインのスタッフ

方々が関わっていく機会も

は

私たちはすでに暮らしのな

た︒その時に私たちを奮い
城戸翔寉︵きどしょうかく︶

次号に続く︒

起こしたのが︑創業者の言

える秀逸な本の登場に驚き

アンスに加盟をした時から
ました︒

60

50

りは温暖化と関係あるの

73
アメリカの方︑中国の方︑

多くなるでしょう︒いろん

40

50

か︑つい心配になります︒
■もっと上生菓子でお店に

和菓子は季の風を伝えた

季節感を

いもの︒その筆頭として︑
世界からも注目されている

都市

整備士の不足が起こる︒そ
しかしよく考えてみる

■和菓子は五感に響くもの

トした︒今まで国内線が大

画して︑和菓子の奥深さを

きかったが︑国際線を大き

最大限に伝えたいですね︒

路線にネット

のかもと︑ドキッとさせら

線は

れます︒

ったこと︒また︑自分たち

暖冬といいつつも︑急に

黒い塗装のスターアライア

常に高く潔しと書いて高潔

20

であろう︒それが︑自分た

河本 宏子 氏（全日本空輸株式会社 常務取締役執行役員）

周年を迎えた

〜 L e t ' s m a ke h i st o r y ! 〜

の人生と同じくらいだ︒Ａ

経営戦略としての女性の活躍推進

なシーンを想定し︑また企

その 247
12 月

かにある素晴らしさを気づ

72

かないままに過ごしている

のが︑上生菓子です︒

37
80

60
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サバラン オ フリュイ ルージュ

サバラン

オ

直径６・５㎝ 高さ５㎝
ミニクグロフ フレキシパン使用
個分
Ａ．パータ

インスタントイースト（赤）
………………７ｇ

ら柔らかいバターを加え混

イユピュレ・グルマンディ

ンボワーズピュレ・グロゼ

①水にグラニュー糖・フラ

Ｄ．仕上げ材料

える。

イム果皮・ライム果汁を加

たクリームに加え混ぜ、ラ

ァニーユ

中心くぼみにクレーム

③②に星口金でクグロフの

る。

ｇ
ぜ、完全に生地がまとまっ

ーズ

グラニュー糖…………
全卵………………１７０ｇ
たら乾燥しない様ミキサー

シトロンベール

ヴ

ボールにラップをかけて、

を絞り入れ、チョコレート

ｇ

ｇ

仕上げ工程

粉糖……………………適量

グロゼイユ……………適量

メージして考案してみまし

て華やかな色合いで赤をイ

た。

ｇ

今回は年末年始に合わせ

まとめ

る。

ロゼイユ・粉糖を飾り付け

飾り・フランボワーズ・グ

ナパージュヌートル

フランボワーズピュレ

…………１００ｇ

え混ぜ、火に掛けて沸騰さ

フランボワーズを加

ｇ

牛乳……………………
フランボワーズピュレ
分発酵させる。
せる。

℃で約

②①にマラスキーノを加え

ｇ
⑤生地が約１・５～２倍弱

………………

まで膨らんだら、生地を絞

ｇ

フラン

グロゼイユピュレ……
グルマンディーズ

チョコレート飾り……適量

ｇ

フランボワーズ………適量

………………

Ｃ．クレーム

グラニュー糖…………

卵黄……………………

牛乳……………………

シトロンベール

ヴァニーユ

る。

る。常温で型の縁近くまで

ｇに絞り入れ

り袋に入れてミニクグロフ

ｇ
型１個約

ボワーズ………………８ｇ
バター…………………

発酵させる。気候により

①牛乳にインスタントイー
ストを加え混ぜる。
～
⑥上下１９０℃のオーブン

分

②①に全卵・グラニュー糖
・フランボワーズピュレ・

トラ

サバランはアルコールが

①熱いＢのシロ

強く敬遠されがちですが、

デ

タヒチ産バニラ…１／３本

赤い実のフルーツと考えて

ことで食べにくさ回避して

10

食塩……………………５ｇ

分間焼成する。

で約

ンパージュ

マラスキーノを使用し、ラ

ルージュに底
を平らに切り落としたＡの
ル

います。

％……２５０ｇ

板ゼラチン……………２ｇ

パータ

イムで清涼感をプラスする

②①をギッターに乗せて余

クリーム

ージュを浸してシロップを

トランパー

ライム果皮………１／４個

吸収させる。

デ

ライム果汁……………８ｇ

ルージュ

①牛乳・卵黄・グラニュー

Ｂ．シロ

水…………………３００ｇ

ジュ

ｇ

フランボワー

ズを加え混ぜる。

グラニュー糖…………

糖・タヒチ産バニラでアン

また違う種類のピュレに

オ

③ミキサーボールに強力粉

フランボワーズピュレ
ｇ

置き換える事で色々なバリ

サバラン

・食塩を入れ、②を加えな

………………

分なシロップを切り、フラ

エーションを作ることも可

ンボワーズピュレを加え溶
かしたナパージュヌートル

能だと思います。

グレーズソースを作り、膨

かす。

を表面にナッペして冷蔵す

潤した板ゼラチンを加え溶

②①を冷やし完全に泡立て

ｇ
フラン

グロゼイユピュレ……

ボワーズ………………

グルマンディーズ

るまで撹拌する。

マラスキーノ……１００ｇ

ｇ

④しっかりグルテンが出た

速でしっかりグルテンが出

生地がまとまったら、高

する。

がらフックでゆっくり撹拌

ンディーズ

30 20 45

45

グロゼイユピュレ・グルマ

30

80
40 60

45

20

ルージュ
強力粉……………２５０ｇ

60

20
15
25 30
90

30

27
60
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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
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