日、熊本県を中心に九州一円で発生した地震は、同県全土及び大分県の

店舗被災、原材料の廃棄、

けさせて頂くことと致しま

州ブロックの青年部員の皆

また、全菓連青年部・九

じます。宜しくお願いしま

接お送り頂ければ幸甚に存

び大分県菓子工業組合へ直

なお、義援金は熊本県及

した。

様が、水や米などの支援物

す。

事務機器の破損

資を直接、熊本県菓子工業

万円

)

普

１
( 口以上

１．義援金のご依頼額

組合に搬送された。被災地

協力を得て、全国よりお菓

には、熊本県商工会議所の

の廃棄。

１口

お願いいたします
２．お振込口座

横手支店

○熊本県菓子工業組合
肥後銀行

製造及び販売ができない状

お菓子の注文や旅行の予約

態が続いております。また、

子を送る呼びかけられた。

呼びかけについて

「熊本地震義援金」の

○湯布院地区（１件）

店舗、工場が被災。商品

義援金を呼び掛け 全国都道府県組合に

熊本地震 組合員に大きな被害

４月
一部組合員に大きな被害を与えた。発生当初は電気、ガス、水道のライフライン
の不通や道路の寸断、機械の破損や棚からの荷崩れなどの被害が深刻であったが、

日に「熊本地震義援金」（別項参照）を各

最新の報告では、端午の節句のお菓子のキャンセルや観光客の激減など、二次被
害が相次いでいる。全菓連では４月
都道府県組合に呼び掛けた。
○西地区（１件）

通預金、口座番号・１９９

○益城町地区（２件）

がキャンセルされるなど、

７０１、口座名・くまモン

熊本県及び大分県菓子工

売上の減少も、深刻な事態

日の

２度にわたり、熊本県を中

募金

組合の組合員にも被害が出

一部ですが大分県菓子工業

すが、熊本県菓子工業組合

（口座名はくまモン募金で

日及び

建物・設備・資材・在庫
ャンセル。

となっております。また、

大規模な地震が発生し、現

去る４月

業組合では被害状況の確認
すべて被災。瓦の落下、ひ

心に最大震度７を記録する

在も余震が続いていること

取引先の被災で注文がキ

に急いでおり、組合員への
○八代市地区（１件）
店舗被災。取引先の被災

浅井茂宏

び割れ。開店の見通し立た

で注文がキャンセル。開店

会計

アンケート調査によると、
ず。
○中央区地区（３件）

最新の情報は次の通り。
◎熊本県

の口座です）
つきましては、熊本県及

金、口座番号・２２１８８

ているとのことです。

び大分県菓子工業組合の組

２６、口座名・大分県菓子

は皆様ご承知のとおりです。
熊本県菓子工業組合で

合員の方々を支援・激励す

工業組合

の見通し立たず。

は、組合員の被害状況を調

るため、標題義援金を都道

冷蔵商品廃棄、店頭商品

査中でありますが、従業員

府県菓子工業組合へ呼びか

○阿蘇地区（４件回答）

の被災、工場の全壊、機械

大分銀行

本店

普通預

ミット）を購入した。ちな

語呂合わせ３３１０番（サ

隊「おまねき隊」メンバー

地域密着型のイベントＰＲ

ラクター「いせわんこ」や

曲の発表＆演奏、公式キャ

市長の参加のほか、テーマ

が主催したもので、知事、

員会（委員長・濱田典保）

菓子大博覧会・三重実行委

奏、また「ＰＲ大使」の委

のテーマ曲の発表と生演

勢さんお菓子博２０１７」

ベントにも参加され「お伊

さんが作曲した。実際にイ

有名なチェリスト・溝口肇

ら〟のテーマ曲作者として

Ｔ Ｖ 番 組〝 世 界 の 車 窓 か

４月

日、名古屋市・ア

お伊勢さんお菓子博２０１７

１年前イベントを開催

みに、第１次前売入場券（一

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

店舗、工場が被災。停電

○大分県菓子工業組合

の損傷、商品の廃棄など、

◎大分県

により商品の廃棄。

○大分地区（１件）

工場被災、機械破損。従

○別府支部（２件）

廃棄。開店の見通し立たず。

業員が被災。材料が手に入

○南地区（２件）

業員が被災し、会社に来ら

らない。予約キャンセル多

工場全壊。建物・設備・

れない。設備のメンテ業者

数。

資材・在庫すべて被災。従

が被災。開店の見通し立た
ず。

建物や設備が被災した

○東地区（３件）

工場・店舗被災、機械の

が、営業はしている。

ス ナ ル 金 山 」 に て、「 お 伊

般）は、お一人様１５００

嘱を行った。さらにＰＲ隊

勢さんお菓子博２０１７」

お披露目など、ポストサミ

の「おまねき隊」約

名が
ットにふさわしい華やかな

げた。

登場し、ステージを盛り上
また、テーマソングは、

催しとなった。

の１年前イベントが開催さ

同イベントは、入場券の

円。

発売開始に合わせ、約１年

れた。
同イベントでは、博覧会

前となる

回全国

会場となる三重県の鈴木英

日、第
敬知事が、名古屋市からは、

（空知菓子舗社長）

▽旭日双光章＝田島洋一氏

（全国洋菓子工業会会長）

▽旭日小綬章＝加藤信氏

工業組合理事長）

（全菓連理事・栃木県菓子

▽藍綬褒章＝齋藤高藏氏

事長）

（富山県菓子工業組合副理

博覧会を応援する立場とし

▽旭日双光章＝丸山智氏

•••••••••••••••••••••••••••••

▽旭日中綬章＝小川武氏

た。

（全菓連元理事）

（業界関係受章者、
順不同）

年春の叙勲褒章

（和歌山県菓子工業組合顧

▽藍綬褒章＝山田行彦氏

平成

フォトセッションの後、

（新潟県米菓工業協同組合

（栃木県米菓工業協同組合

て、河村たかし市長が参加

鈴木知事は「お伊勢さんお

問）

理事長）

しステージ上で挨拶を行っ

菓子博２０１７」入場券の

理事長）
日に開

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

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

27

FAX.0283-23-5401

TEL.0283-23-7331

栃木県佐野市村上町903

14

○西原村地区（１件）

損傷。

お伊勢さん菓子博 2017 開幕１年前イベント
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（１） 平成28年５月15日

◎菓子類の原料原産地表示

３～６の課題についても解

難であります。更に左記の

地情報を入手することは困

菓子製造事業者が正確な産

は頻繁に変更されるため、

合か、また、その混合割合

国産か、外国産か、その混

加工度の高い中間加工食品

異性化糖、マーガリン等の

大きく、重要である。特に、

製品の品質に与える影響が

よりも、種類、品質の方が

品については、原料の産地

とって、これら中間加工食

間加工食品の中には、果汁、

２、菓子類の原料である中

こしなど

・その起源原料…とうもろ

ど ）・ そ の 原 料 … で ん ぷ ん

化糖（ブドウ糖果糖液糖な

菓子、飲料の原料…異性

ら危ぶまれる事態となる。

れることから企業の存続す

かなミスにも直罰が課せら

うことが困難である。わず

正確な原料原産地表示を行

的、コスト的等の制約から

に入手できたとしても労力

産地情報を入手できたとし

が使用する原料の正確な原

５、仮に、菓子製造事業者

減少させることとなる）

して国内産農産物の需要を

かけることとなり、結果と

らに輸入品の増大に拍車を

一律的な義務化の回避を要請

に関する要請書

会」を開催されている。

産地表示制度に関する検討

産省も「加工食品の原料原

れた。消費者庁及び農林水

に向けた検討を行う＂とさ

可能性を確保しつつ、拡大

政策大綱」において＂実行

画」、「総合的なＴＰＰ関連

「食料・農業・農村基本計

だが「消費者基本計画」や

についてご理解をいただ

ますので、菓子業界の実情

することは困難と考えられ

理由から実行可能性を確保

地表示に関しては、下記の

ですが、菓子類の原料原産

討を行う」とされたところ

保しつつ、拡大に向けた検

について「実行可能性を確

の原料原産地表示の義務化

大綱」において、加工食品

「総合的なＴＰＰ関連政策

力的にも、コスト的にも、

原産地を表示することは労

品製造事業者において原料

行われており、中間加工食

料の産地の切替えが頻繁に

るだけ一定に保つため、原

は通年で価格と品質を出来

あり、これら中間加工食品

ほとんどが中間加工食品で

１、菓子類の原料は、その

記

困難と考えられます。

行可能性を確保することは

決にはなりませんので、実

性が大事

蛋白の含有量と製品との相

１等か２等か、また、小麦

力粉１等か２等か、中力粉

豪州産かというよりも、薄

○小麦粉…アメリカ産か、

が重要

三温糖か、グラニュー糖か

かというよりは、上白糖か、

○砂糖…タイ産か、豪州産

〈例１〉

とは難しい。

なさないし、産地を遡るこ

の原産地はほとんど意味を

については、その起源原料

売業を含めてそのほとんど

事業者は、和洋菓子製造小

３、菓子類を製造している

ることは困難である。

業者が正確な情報を入手す

いため、国内の菓子製造事

情報を伝達する商習慣がな

ず、海外では原料原産地の

替えられているにも関わら

ても頻繁に原料の産地が切

は、製造される海外におい

入中間加工食品について

工食品も多いが、これら輸

粉乳調整品など輸入中間加

ココア調製品、砂糖調製品、

するようなことになれば、

は輸入先国の表示で良いと

を義務付けて、輸入製品に

者に複雑な原料原産地表示

ような中で、国内製造事業

響が懸念されている。この

国内菓子製造事業者への影

り、今後輸入の増加による

税は撤廃されることとな

ビスケット等の菓子類の関

ャンディ、チョコレート、

される中で、製品であるキ

など原料の保護制度が堅持

砂糖の調整金が維持される

４、ＴＰＰ合意によって、

見にくくなっている。この

から現状においても表示が

品が多く、表示事項の多さ

６、菓子類は、特に小型商

負荷も大きくなる。

料や旧包材の廃棄など環境

クが高まるとともに、旧原

替えに伴う表示ミスのリス

用が発生する。さらに、切

在庫管理等膨大な作業と費

新原料・新包材での生産、

版の作成、流通業への案内、

であり、変更内容の確認、

えには数ヶ月の期間が必要

ても、容器包装の表示切替

月に公表された

菓子業界では、多くの中

き、一律的な義務化をする

また技術的にも極めて困難

昨年

加工食品の原料原産地表示
食品表示一元化検討会
で、検討課題とされていた

間加工食品を原料とし、実

ことがないよう特段の配慮

加工食品の原料原産地表示

行可能性の確保が困難なこ

をお願い致します。

臣、関係長官、局長に対し、

及び河野内閣府特命担当大

の連名で森山農林水産大臣

あるようですが、この場合

を義務化するとの考え方も

食品に対して「大括り表示」

なお、一部に全ての加工

者のノウハウとして開示さ

ては中間加工食品製造事業

その産地構成の内容につい

とされていることに加え、

がいもでん粉か、さつまい

うもろこしでん粉か、じゃ

カナダ産かというより、と

○でん粉…アメリカ産か、

問屋から仕入れているが、

粉等の中間加工食品を原料

これら事業者は砂糖、小麦

が中小零細事業者であり、

を 受 け る こ と と な る。（ Ｔ

となり、経営上大きな打撃

らに輸入品との競争で不利

国内菓子製造事業者は、さ

ゲン等の重要表示が消費者

くすることとなり、アレル

ことは、一層表示を見にく

上さらに表示事項を増やす

者に代わり、システムベン

請制度」を導入する。申請

合の補助上限額は１５０万

者等の）受注システムの場

る代理申請等が利用可能。

▽Ａ型は一部販売店等によ

申請、Ｂ―１型は事前申請。

団体の会長、理事長

一律的な義務化をすること

Ｂ型はシステムベンダー等

による代理申請が原則（※

円。両方の改修・入替が必

自らパッケージ製品・サー

要な場合の上限１千万円。

○補助率は改修・入替に係

ビスを購入し導入した場

ダー等の指定事業者が申請。

る費用の２／３。補助対象

○申請は２段階。改修・入

替に着手する前の「交付申

範囲外の機能を含むパッケ

に正確に伝わらないことに

請」と、改修・入替が完了

なる可能性がある。

した後の「完了報告」が必

ＰＰ合意に伴う国内対策の

応したシステムへの入替が

考え方に逆行しており、さ

補助対象。

その原料原産地情報を入手

対象。

することは困難である。仮

◎原則、既にＥＤＩ／ＥＯ

合、その限りではない）

もでん粉か、が重要

Ｂ型は、指定事業者に改

ージ製品・サービスは、初

〈例２〉

修等を依頼するか、事業者

要。いずれも指定事業者が

また、菓子製造メーカに

レジットカード決済端末・

※１電子的受発注システム

れていないケースが多い。

電子マネーリーダー・カス

Ｓ等の電子的受発注を利用

であっても菓子の原料とな

ートフォンの汎用端末と付

自身で行うかで申請方式が

る中間加工食品の原料は、

属機器を組み合わせて、レ

タマーディスプレイ・レシ

日から平

ジとして利用する場合の導

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

軽減税率対策補助金の活用を

レジの導入などを支援

日までに導入

した場合、補助対象になら

◎申請はいつでも受付、申

率を乗じる。

▽申請受付期限

のが支援対象。

または改修等が完了したも

年３月

年３月

◎平成

ない。

請サポートもあり。

成

期購入費用の１／２を補助

システムを導入する場合は

◎Ｂ―２型は、事務局に登

対象経費とし、これに補助

代理申請を行う。

補助対象。※２受発注管理

録されたパッケージ製品・

※交付決定以前に作業着手

は利用していないが、取引

Ｓ等の電子的な受発注シス

とともに在庫管理、財務会

先の要請等により、新規に

している事業者が対象。

テムを利用している事業者

計などが一体となったパッ

○取引先間でＥＤＩ／ＥＯ
・指定事業者改修型。シス

（※１）の電子的受発注に

受発注システム

分かれる。

▽それぞれの型において、

テムベンダー等に発注し、

必須となる商品マスタや、

Ｂ―１型

ートプリンタ・ルーター・サ

万円

受発注システムを改修・入

ーバ）も合わせて補助対象。

補助額は１台あたり

替する場合の費用が補助対

ＰＯＳレジシス
テム

が上限。また、新たに行う

Ａ―４型

を複数税率に対応するよう

商品マスタの設定や機器設

方式に分かれる。
Ａ―１型

に改修または導入する場合

サービスが対象。

消費税軽減税率制度（複
数税率）への対応が必要な

複数税率対応の機能を有す

の費用を補助対象。

ケージ製品・サービスにつ

年５月

台のみ機器導入を行う場合

数申請等は、１事業者あた

万円を上限に支援。複数台

要する場合、１台あたり

入し導入して受発注システ

ケージ製品・サービスを購

小規模事業者等が自らパッ

・自己導入型。中小企業・

Ｂ―２型

ォーマットやコード等の複

○電子的受発注データのフ

改修・入替が補助対象。

税率対応に伴い必要となる

機能（※２）のうち、複数

による代理申請が原則。

◎Ｂ―１型は、指定事業者

れば支援対象。

テムの機能を含むものであ

いては、電子的受発注シス

改修・入替ごとに異なる。

テム側・受注システム側の

◎補助上限額は、発注シス

り、改修・入替後に行う。

○申請はＢ―１型とは異な

※複数台をまとめて申請す

る。申請は随時受付を行う。

の証明書など）で申請でき

（ 領 収 書 や 請 求 書 ）、 製 品

分かる支払いの証拠書類

枚）と、証拠書類（内訳の

助金事務局コールセンタ

◎問合先

うに申請（事前申請）。

日までに事業が完了するよ

Ｂ―１型は平成

日までに申請（事後申請）。

ＰＯＳレジシステム

中小企業・小規模事業者等

るＰＯＳ機能のないレジを

発注・購買管理、受注管理

Ａ型及び

対象機器とし、その導入費

象。

でかつ導入費用が３万円未

り２００万円。

Ｂ―２型は平成

の た め、「 軽 減 税 率 対 策 補

置（運搬費含む）に費用を

満の機器については補助率

▽複数台数申請等は、指定

基本的には、申請書（数

助金（中小企業・小規模事

▽補助率は２／３だが、１

複数税率非対応のレジを、

３／４、タブレット等の汎

複数税率対応としては、
２つの申請類型がある。

レジシステム

複数税率に

モバイルＰＯＳ

ー・キャッシュドロア・ク

機器等（バーコードリーダ

▽レジ機能に直結する付属

改修等支援

◎Ｂ型

の申請書類を追加する。

年３月

対応レジに改修する場合の

用端末の補助率は１／２。

受発注システム

費用が補助対象。

対応したレジ機能サービス

複数税率対応レジ

をタブレット、ＰＣ、スマ

Ａ型はレジの種類や複数
税率への対応方法（導入／

20
受発注システムの

改修）により４種類の申請

レジ・改修型

Ａ―３型

補助金）
」
が活用されている。 Ａ―２型

◎Ａ型

31

の導入等支援

29

20

レジ・導入型。

29

用が補助対象。

31

28

業者等消費税軽減税率対策

29

入費用が補助対象。

のないよう、要請した。要

じめ

とから、全日本菓子協会は

11

請書の要旨は、次の通り。

19

31
※リースによる入替も補助

費用が補助対象。

ムを改修・入替する場合の

注システムから複数税率対

現在利用している電子受発

数税率対応に伴う改修や、

「指定事業者による代理申

ステムの改修・入替のため、

○専門知識を必要とするシ

額 は １ 千 万 円、（ 卸 売 事 業

システムの場合の補助上限

○（小売事業者等の）発注

▽Ａ型及びＢ―２型は事後

を作成いただく必要あり。

るなどの場合、追加で書類

号０３（６６２７）１３１７

２２、ＩＰ電話等からの番

ー、０５７０（０８１）２

軽減税率対策補

29
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のう か

新商品を開発

日本初の
「農 菓 プロジェクト」
で

川

で敵ではなくパートナーで

ます。詳細については、農

販路拡大を現在実施してい

とより県内外、首都圏への

生の声を反映し、さらに磨

あることがわかった。農業

家さんの中には６次産業ま

そのままに

者代表の河二敏雄氏の合言

・高野省吾）、

一般審査員は、創作菓子

「甘こうじ生

農菓プロジェクト

品の味、見た目、価格等

キャラメル」

菓プロジェクトホームペー

く 」「 全 く 負 け る 気 が し な

を項目別に評価し、一般消

葉『大人がどうやって真剣

きをかけて好評販売中で

費者の声は当日事務局によ
（菓子工房日

に遊べるか』をまさに体現

ジ
http://noukapj.isika
waken.com/

で展開している方もおり当

り最終集計の結果、以下の
本堂・髙田敦

できた事業に育ってとても

総合５位は体

通り表彰されました。
司×六星・浅

嬉しい」と語りました。各

い」と早速（良い意味での）

【コンテスト結果】（敬称略）
野 泰 隆 ）、 ま

創作菓子は、審査員からの

す。コンテストで終わりで

品を完成、昨秋「石川

月間かけてそれぞれ創作菓

総合グランプリに輝いたの
た、決戦で一

はなく、メディアＰＲはも

る同青年部
（宮向健也部長）
。 お菓子」をテーマに県内在

て、積極的な行動をつづけ

住女性３００名に審査員に

は玄米・チョコ・最中を合

時首位に躍り

初は商売敵と思っていた

その青年部が新しい風を
なっていただき真剣勝負の

わせ見た目も好評だった

出た、蓮根の

が、今回の出会いのおかげ

起こそうと「農業と菓業」
創作菓子コンテスト（対象

「サクサク玄米チョコ最中」

四季を和菓子

に優しい甘こ

をかけ合せ発足した「農菓
・県庁職員、女子学生、一

（御菓子司八野田・八野田

「四季彩和風

うじの風味を

プロジェクト」が各界から
般消費者）に臨みました。

聡 × 北 辰 農 産・ 舘 喜 洋 ）、

ぷりん彩蓮

火花を散らしました。

今、注目を集めています。
コンテストにすることで、

総合２位は加賀丸いもでも

（あやはす）」

出進理事長）の青年部とし

石川県菓子工業組合（小

企画委員会・深沢大

•••••••••••••••••••

菓祖神社敬神会

合、京都八ツ橋商工業協同

京都府洋菓子工業協同組

春季大祭を祭行
時より、

菓祖神社敬神会は、４月

ート香林坊大和の特設フロ

最終審査は金沢市のデパ

農 場・ 岡 元 豊 ）、 総 合 ３ 位

松旭松堂・行松宏展×岡元

本 田 雅 弘 ）、 総 合 ４ 位 は 能

農場・岡元豊×本田農園・

には敢闘賞が特別に贈られ

山祥太×Ｏｎｅ・宮野義隆）

（芳月堂・小

祀祭並びに春季大祭を祭行

内にある菓祖神社にて、合

京都市左京区の吉田神社境

菓子組合、京都和菓子製造

京都焼菓子組合、京都郷土

組合、京都豆菓子協同組合、

日（火）の午前

ることを目的に始動しまし

はトマト・丸いも・もち米

ドにも採択され、農業者

る限りの支援を、吉田神社

致しました。

方々への追悼と、一刻も早

ました。

京都府菓子卸商業組合、京

登金時の良さを生かした

都米菓工業協同組合、京都

でふんわり食感の「トマト

社が農産物

毎年この時期に行われて

と協力しておこなって行き

はすごく「いよいよ決戦だ」

社と製菓業者

いる祭事で、京都に菓祖神

い復興を祈願致しました。

たいと考えております。

宮向青年部長は「本気で

府菓子工業組合青年部、京

敬神会としても今後出来

真剣な商品開発だった。農

菓子協同組合青年部、各団

「 渚 の ド ラ イ ブ 」（ 谷 口 製

社が出来てから毎年行われ

体の代表者約

菓・谷口義則×ＪＡはくい

ており、京都の菓子業界よ

かきもち（丸いも入り）」（の

り、京菓子協同組合、京都

むら農産・野村佳史×岡元

『おからの菓子類への利

府生菓子協同組合、京都半

「 た が い に 頑 張 ろ う 」「 グ

用について』は、豆腐を製

生菓子協同組合、京都飴菓

ランプリはウチがいただ

た。その結果「エクストラ

造する際に出るおからの有

子工業協会、京都煎餅組合、

と技術をＰＲし合った後、

バージンオイル」の評価が

効利用を目的として作った

ペアを結成。各ペアは数ヵ

いて』であった。毎年実施

高かったが、代替バターと

スポンジケーキを試食し

県食品研究センターと共
催で「菓子研修会」を開催

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
している同研修会は、製菓

％程度の混入が高

合わせてクッキーを作る場

開催した。テ

とで注目されており、健康、

多く、抗酸化作用が高いこ

和脂肪酸（中鎖脂肪酸）が

ココナッツオイルは、飽

を行った。その結果「保水

を図ったり、官能評価試験

るおこわ表面の明度や色相

り、水分含量や色査計によ

加えたおこわを４通り作

純粋蜂蜜を１％～３％まで

お菓子開発のヒントになる

長寿化社会に向けた今後の

それぞれを試食したが、

た。

品を食べているようであっ

満感があり、ダイエット食

わらないものの、少量で膨

粉１００％のスポンジと変

名が参拝さ

技術の向上や商品開発を目

合は、

た。不溶性の食物繊維やた

ーマは『菓子

特に認知症の予防・改善に

性、食感などの効果はある

菓祖神社敬神会会長・横

山長尚

各校は同センター会員であ

同要覧に収載されている

進学を教示してもらう。

活用して頂き、菓子学校の

指導の際、加盟学校要覧を

していただくと共に、進路

を求めているため、ポスタ

り、菓子づくりのために必

作成し、全国約５００８の

要な理論や技術を学ぶため

ーを全国の高等学校に掲示

日本菓子教育センター

高等学校に配付した。

（理事長大窪幹夫氏）では、

学校要覧と掲示
用ポスター配布

の成功を受

に最も適した学校である。

回全国

菓祖神社は、京都で昭和

け、京都の菓

このほど同センターの加盟

また、和洋菓子業界では

通り。

○校名、所在地、交通、

募集人員、選考方法、資格

ジ、学校の特色、募集要項、

電話、ＦＡＸ、ホームペー

命、林浄因命

取得について、就職状況に

日本菓子教育センター

子業界の総意

学校要覧と掲示用ポスター

次世代を担う意欲ある若人

月

菓子大博覧会

により、昭和

（ 写 真 ）、 チ ラ シ を 新 し く

年

を御祭神とし

ついて、学校見学について、

本での地震で

りました、熊

い合わせると良い。

３２３２ー０２８２）に問

教育センター（電話０３ー

詳細については日本菓子

学費など。

被災された

は、直前に起

特に今年

した。

て鎮祭されま

に田道間守

同要覧の掲載項目は次の

日

年に行われた第

•••••••••••••••••••••••••••••

的とした当組合の官民一体

んぱく質が残り、最近は健

類へのココナ

良いと言われている。今回

が、数値的な差は極めて小

れました。

となった重点事業であり、

評価であった。

康食品として見直されてい

県食品研究センター本間紀

『おこわへの蜂蜜利用に

潟県菓子工業組合では、新

健康志向にマッチした菓子の開発を目指して

去 る ３ 月 ７ 日（ 月 ）、 新

ついて』は、蜂蜜はお米の
講師をされ、約

名の参加

潟県農業総合

之先生及び諸橋敬子先生が

研究所食品研

るおからだが、ケーキに配
者はそれぞれ熱心に聞き入

味をよくするとの情報に基

究センターと

合すると見た目や味は小麦

ッツオイル利

は、クッキーを試作、代替

づき、平成

年産もち米に、
っていた。

用について』

バターとして、 ％、 ％、

30

13

11

春季大祭

11

の共催で「菓

『おこわへの

子研修会」を

蜂蜜利用につ

理事・蒲沢百合子

新潟県菓子工業組合専務

のではと感じました。
ず、効果を求める場合は１

さい。甘味を余り感じさせ

・５％が限界」となった。

％、１００％量を使い、
焼き上げ「味・風味・口溶

13

11

30

け」の官能評価試験を行っ

いて』及び『お

30

32

27

35

10
からの菓子類

50
への利用につ

29

12
菓子研修会

協同組合、城南製菓協会、

アで開催。決戦当日、集ま

15
った各ペアたちの意気込み

の女性がこっそり食べたい

子

真剣勝負のコンテスト開催、本年度は次のステージへ！

農菓プロジェクトは、地元
一斉発表による話題喚起と

っちり感を追求した新しい

石川県菓子工業組合事業

農業者と製菓業者が協力し
マーケティングも狙いとし

和 菓 子「 白 の キ セ キ 」（ 行

15

た。石川県の活性化ファン

業界活性化や売上向上を図

都

京
19

で表現した

合うことで、菓子処石川の
ました。

15

新しい菓子文化を創り、両

石
潟
新

第926号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（３） 平成28年５月15日

「山梨県菓子祭り」開催

桜餅を作り大満足の笑顔で
お祭りの期間中、天候も

す。久しぶりの菓子祭りで

になることも多々ありま

企画していき組合としての

この様な催し物を定期的に

ました。

・各店自慢のお菓子の販売
うれしそうにお家の方と持

事長・内田長久

山梨県菓子工業組合副理

など盛りだくさんの内容で

義な内容になったと思いま

６ 年
ぶりの

す。いくつかの反省点を残

活動の活性化を図っていく

います。また組合員の情報

しつつ、また機会があれば

所存です。

交換の場にもなったでしょ

始まるまでいろいろ心配な

なかでも餅つきやお菓子
べます」との感想が返って

う。他店の商品を見て勉強

ことはありましたが、有意

教室は好評で餅つきは１日
きました。

よく多くの来場者に恵ま

２回、つきたての餠にあん

れ、宣伝になったことと思

はこのお祭りの中で「山梨

こをつけ販売しましたが、
コーナーでは各店自慢の季

ち 帰 り ま し た。「 と て も 楽

県菓子祭り」を開催しまし

節の和菓子を販売したり県

しくて帰ったらみんなで食

梅の花が咲きそろう季節

た。菓子祭りを行うのはじ
つきあがる前からお客様が

内メーカーの袋菓子の即売

した。

に山梨県甲府市にある地場

列をつくりあっという間に

県内二二社参加・お菓子教室も企画

産業センターかいてらすに
つに六年ぶりです。準備段

完売でした。またお菓子教

組合加盟のお菓子の販売

て二月二六日～二八日の三
階からポスターを作り各店

京都府菓子工業組合青年部

来場されました。

な事業となりました。

ていただき、非常に有意義

や作業工程にも興味を持っ

影されておりました。材料

下さり、写真をたくさん撮

•••••••••••••••••••••••••••••

に掲示をお願いしました。

「 京 都・ 和 食 の 祭 典 ２ ０

など多くのお客様が買い求
めていました。実演も好評

室は新しい試みでしたが、

でテレビの取材を受け夕方

和食の祭典に出店

普段和菓子をなかなか作る

また各店舗の商品販売で

機会がないお子様達が職人

は、葵家やきもち総本舗の

による餅つき・子供を対象

名店ぞろいの中、京都府

「やきもち」、嵯峨嘉の「し

としたお菓子教室・組合加

菓子工業組合青年部は「京

ーカー・織物など多くの業

菓 子 作 り の 実 演 販 売 」「 各

種が一同に参加するもので

東山区の祇園甲部歌舞練場

そ餅」、双鳩堂の「鳩もち」、

日（ 日 ）、

八坂倶楽で開催され、京都

幸福堂、大福餅老舗の生菓

１ ６」 が ２ 月

れ、お客様のなかには「ニ

所属店舗の商品販売」を行

子、白井長豊堂の和三盆、

のニュースにも取り上げら

ュースで映ったお菓子が食

府菓子工業組合青年部が出

「京菓子作りの実演販売」

いました。

の指導でホットプレートで

べたい」との声もありまし

店いたしました。

数百年の歴史において完成

にプレゼントする時喜ぶ顔

び、ありがたく食べる。人

からプレゼントされて喜

買い求める方が多くおられ

ものです。県外のお土産に

イメージし工夫を凝らした

合戦で携帯された保存食を

た。このお菓子は戦国期の

子も数社参加し販売しまし

「武田兵糧丸」というお菓

合で商標登録されている

ューアルした山梨県菓子組

そして２年ほど前にリニ

子がメインになることはあ

チョコレートや小麦粉の菓

が小豆餡なのです。決して

思います。そしてその基本

回る、約５０００人の方が

広げられ、昨年を大きく上

トークイベントなどが繰り

の試飲、お弁当の歴史展示、

の食が味わえるほか、出汁

組合などが主催。有名料亭

農水省、京都府、京都料理

界に発信するイベントで、

産に登録された和食を、世

続き、ユネスコ無形文化遺

た。ご来場の多くのお客様

のを作製し販売致しまし

や、季節をテーマにしたも

に応じ、キャラクターもの

した。ときにはリクエスト

鞠等、多くの種類を作りま

さぎ、牡丹、椿、うぐいす、

で次々と技を披露。桜、う

を実演し７名の部員が交代

では練り切り製の上生菓子

に展開できる

ションも豊富

あったと思います。

でも価値のあるいい機会で

ない部員もおり、販売の面

費者の方々と直接の接点の

売。

ことが利点で

製菓の「あられ」などを販

ら れ の 入 っ た 煎 餅 ）、 武 中

ま つ り 京 小 丸 」（ 雛 ぶ ぶ あ

関製菓本舗の新商品「ひな

この祭典は、昨年に引き

た。反響の多さに驚いてい

菓子店の一つであるという

されたものと言えるでしょ

が浮かぶ。人が輪を囲んで

あると感じま

ます。

ことは疑いようがありませ

虎屋様の経営理念は「お

う。

年以

れる老舗だからです。特に

ひたむきに取り組んでおら

の中でも菓子作りに極めて

表するとなると和菓子、そ

が購入して食べて喜ぶ。人

あると思います。まず自分

ポイントであり深い内容で

んで」という言葉がとても

ています。私はこの中の「喜

シンプルな言葉を掲げられ

質と風情がそこにはあると

ことのできる美味しさと品

しれませんが、毎日食べる

食べている方は少ないかも

虎屋さんのお菓子を毎日

うか。

に繋がるのではないでしょ

食べてうれしいという継続

であり、いつまでたっても

登場し続ける事が大事なの

ーンに和菓子が主役として

ではないでしょうか。

を代表する老舗と言えるの

す。まさにオールジャパン

れている賜物だと思いま

して色褪せないよう努力さ

菓子をひたむきに作られ決

をお持ちなのも、本物の和

て、先端をいくプレゼンス

生活スタイルの日本におい

も、これだけ西洋化された

京都府菓子

なりました。

義ある事業と

性を広げる意

の展開の可能

き、今後の部

響をいただ

予想以上の反

実演販売にも

した。また、

り、バリエー

組合としての出店によ

普段は製造に携わり、消

ん。なぜならば日本の菓子

りません。パリでの

子供を対象としたお菓子教室

研修会で対談をさせて頂い

の評価、品質が世界でも極

お茶をする時自然と嬉しい

上にも渡る和菓子店の成功

が足を止めじっと見入って

た株式会社虎屋様のテーマ

いしい和菓子を喜んで召し

気持ちになる。その様なシ

月に全菓連様の

はとても斬新でした。その
めて高い評価をいただいて

上がっていただく」という

虎屋さんと言えば言わず

小豆などの餡を主体とした

いです。

で、どうぞご覧頂ければ幸

容は本紙に掲載予定ですの

たいと思います。対談の内

あるその虎屋様をご紹介し

海外進出のパイオニアでも

国内和菓子メーカーとして

もがな和菓子屋として最高

滋味深さや味の完成度は、

部・西井一樹

工業組合青年

のブランド、最高の品質を

京菓子作りの実演販売

誇る老舗です。世界最高の

35
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テーマは「小豆餡はメジャ

おり、その日本の菓子を代

山梨県菓子祭り

28

ー に な る の か 」。 今 回 は、

昨年の

盟店二〇社による実演販売

三日間のお祭りでは組合員

都
京

す。山梨県菓子工業組合で

りは県内の宝飾品・酒蔵メ

日間「春の地場産業まつり」

梨
が行われました。このお祭

山
11

【2】
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繁盛企業訪問
ぼもち専用自動包装機を開

想を経て、袋入りさくらん

よりも世代に合わせたお菓

ら「時代に合わせたお菓子

の安部隆三氏は、常日頃か

菓様ですが、現代表取締役

を続けていきますとの力強

んでいただけるお菓子作り

を守り続けて、皆様方に喜

「愛される共親のお菓子」

子をつくる」ことを念頭に

意志が確認出来ました。

心の底から湧きあがる強い

いお言葉を頂戴し、さらに

き継がれる安部専務から、

藤寿朗

は、その２代目となるべく、

を継ぐために、いわき市に

界により、２代目として店

上京して約４年、父の他

長期の休業を余儀なくされ

障で使えなくなったため、

子をつくるための機械も故

部分が完全に水没し、和菓

もありますが、今の時代は

化などマイナスなイメージ

日、

以後、平穏な日々を過ご
年３月

く、本店再開、さらに新た

歳を超える年齢も考えず

に支店オープンに向けて、

動き出しました。

おかげさまで、お客様や

関係機関のご指導・ご支援

もいただきながら、平成

年９月に本店のオープ

年８月に支店、さらには平

ンにこぎつけ、多くのお客

成

が鳴り響き、

様にご来店いただいており

た。津波警報

店舗の２階に

ます。

方々と一緒に

員・ 地 域 の

に、御菓子への強いこだわ

子を食べて笑顔になるよう

くりに捧げ、お客様がお菓

人生は、おいしいお菓子づ

これからの私に残された

あるレストラ

避難し、状況

りと探究心をもちながら、

ンに客・従業

が落ち着くの

更に精進してまいりたいと

〒612－8457 京都府京都市伏見区中島宮ノ前町 21 番地
TEL：075－280－0033 FAX：075－280－0045

年間の構

化した「たべプリ」などが

発し、機械メーカーと改良

日夜努力をされているとの

は、プルプルでやわらかく

そんな数々のヒット商品

創業以来のモットーである

高校卒業後に上京し、都内

戻りました。当時は、戦後

ました。

行動したら何かしらのリタ

を待ってか

姫路支店

いう思いから、

創業当時から培って来た

年に入ると、現在

人気商品となっています。

を幾度となく繰り返し、よ

こと。また、その意志を引

フルーティーな味が特徴の

を輩出してきている共親製

りだんご、

の和生菓子専門店に住み込

の混乱で、菓子の原材料の

備しております。雪国です

ーンがあると、今回の移転

ら、できたば

考えております。

・水口忠好

福島県菓子工業組合顧問

かりのお菓子

を地域の避難

所となってい

〒652－0802 神戸市兵庫区水木通 9－1－34
TEL：078－574－6333 FAX：078－574－6336

ォンのアプリをパッケージ

技術を活かして、独自の食

うやく思い通りの装置が現

「こんにゃくゼリー」を発

た四倉高校に届け、不安を

しかし、押し寄せる津波

・かき氷ゼリー・たべプリ

みで修行に入りました。そ

確保が難しく、東京といわ

「全日本菓子協会

をオープンし、お客様とお

おかげさまで順調に売上

ので除雪には業者に来ても

で分かりました。逆にいう

おります。合掌。

新装オープンした㈲アムール三好堂本店

神戸営業所

ンカン飴」でした。

長の安部隆三氏の父（安部

感を作り出したポンカン飴
も売れ筋のもっちゃんだん

在完成稼働しております。

って夢の二大巨頭であるお

売しました。なお、このこ
んにゃくゼリーは、特徴が

抱えて過ごしていた避難住

は１ｍを超え、店舗の１階

だけでなく大人から子供ま

と続々と開発製造してきま

の間、自分の和菓子職人と

車社会では、駐車場のス

礼記念東和会工芸審査展」

菓子を愛するという意味で

がお店を切り盛りしており

は伸びて来たのですが、２

しかしオープンして約５

らうので費用はかかります。

と何もしないことが、最大

福井県菓子工業組合・福

〒555－0012 大阪市西淀川区御幣島 3－8－13
TEL：06－6477－3325 FAX：06－6477－7780

る事１９４７年１月、現社

正雄氏）が、叔父の安部篤

は、美味しいだけでなく「オ
年に

昭和

二氏が経営する安部製菓様
での修行を経て、独立設立
ごを製造開始、平成

様

ックこんにゃくゼリー、も
マケ」がついて、当時価格

共親製菓株式会社

全国の駄菓子メーカーを
しました。

菓子とおもちゃが、一度に

円。子供達にと

っちゃんだんごなどの駄菓

ル工場からの出発でした

手に入れられるのですか

はナント

子と、にこにこ大福などの

が、その後、オリジナル商

最初は、小さなキャラメ

代表する企業である、名古

半生菓子を「愛される共親

品として、粉末ジュースを
ら、売れないはずがありま

生涯現役で和菓子づくり

民の方々に喜んでいただき

つくと、和菓子づくりに没

安心安全に召し上がってい

頭する自分がいました。

で幅広い年齢層に知られ親

した。

しての資質があるかどうか

ペースがお客様の入店出来

に参加したところ、多くの

当店は創業明治７年、松
ます。

ました。

ただけるように、スティッ

父がいわき市で和菓子店

ると、大いなるチャレンジ

しまれている駄菓子に成長

また、より衛生的で安心

今までの場所でもよかっ

る瞬間最大数を決めてしま

出品の中から、菓子づくり

フランス語の「アムール」

尾芭蕉や坂本龍馬も歩いた

愛知県菓子工業組合・伊

屋市西区の「共親製菓株式
会社」様をご紹介させてい
の菓子」をモットーに製造

手掛けて世に輩出しまし

昭和

せん。
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販売されている老舗優良メ

さくらんぼもちやスティ

た。水に溶くだけで手軽に

ーカーです。

飲めるスタイルは、当時た

味と食感だけでなく、より

今回の繁盛企

津波被害を乗り越えて

り「さくらんぼもち」や「青

を営んでいたことから、私

東日本
大震災

ちまち人気商品となりまし

年ひんや

クタイプになっています。
その後、平成

リンゴ」等の餅飴を販売開

精神を持って、半生菓子・

しました。

安全なお菓子を作りたいと

始すると、今では菓子業界

ゼリー菓子などの新製品を

その後、姉妹品として「フ

年代に入

積極的に開発しました。そ

ルーツの森」やスマートフ

その後、昭和

た。

年には、パック入

業訪問では、専

年

務取締役安部隆
博氏（昭和
４月生まれ）に

安部専務がお

して、見事に時代の波を掴

年さくら大福

菓子を製造する

んでブレイクしたのが「ポ

ました。

共親製菓様の創

たのですが、やはり車社会

います。このような話は私

の修行に入って間もない私

と命名しました。

らは、店の復活の声が多数

た。お隣、滋賀県の近江商

…交通量の多い県道沿い、

だけではなく、他の業種の

の作品が「有効賞」を受賞

きを往復しながら何とか原

人さんの「三方よし」の言

駐車場の整備は必須だと痛

繁盛店を視察しても同様の

することができました。そ

を試すため、戦後初めての

葉を拝借すれば「売り手よ

感した為です。特に近年は

ことがいえます。確かにコ

寄せられたこともあり、私

し」「買い手よし」「世間よ

男性が軽自動車にのって、

スト（経費）はかかります

には廃業という選択肢はな

し」の３つともがかなわな

奥さんが大きいワンボック

材料を確保し、店の経営を

い状態でした。そんななか

スに乗ってたりする場合が

行いました。

福井県菓子工業組合青年部

す中、平成

が帰ってきて

０１４年は売上の伸びが若

か月、前年比売上は２００

のリスクでもあります。

いう安心感に繋がっている

井市連合会会長・竹内信仁

立太子

や技能士会に入会して先輩

れをきっかけに、菓子職人

開催された菓子コンクール

東京は自由が丘の昭和製

が、それに見合うリターン

年目のチャレンジ

菓㈱蜂の家で８年間お世話

多く、広い駐車場は必須だ

まず思ったの

干鈍くなりました。理由は

〜３００％と想像以上の結

若輩者が好き勝手に書き

願の新店舗を一本東にある

ということが一つの大きな

年、洋菓子専門店

とされる、北国街道沿いで

がたにいろいろアドバイス

東日本大震災が発生しまし

は、当然なが

分かっておりました。お店

果を残しております。それ

ましたが、今後の菓子業界

県道（フェニックス通り）

要因だと思っております。

昭和

茶店を起点として商いを続
になって、８年前に家業を

の人脈の輪も広がり、気が

竹内菓子 舗 の リ ニ ュ ー ア ル

けている家族経営のお店で

があればいいのです。

ら東京とのギ

と工場のリニューアルが必

にはすなわち駐車場の整備

の益々のご発展を祈念して

少子高齢化、業界の弱体

と考えました。新店舗では

ャップです。

要 で し た。 い ろ い ろ な お

が女性のお客様にとって

台のお客さま駐車場を整

を頂き、なんとかこれまで

福井を飛び出

方々のお力添えを頂き、５

「このお店なら大丈夫」と

きました。私

してから、ほ

月に、念

やってきました。

継ぐべく故郷福井に帰って

とんど実家も

カ年計画で昨年
会に居た私

沿いに新築移転オープンさ

その間、常連のお客様か

業は、さかのぼ

お話をお伺いし

島

福

す。現在、５代目である私

手伝わずに都

は、全く福井

せることができました。

大阪支店

10

ただきます。

10
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「さくらんぼもち」と「たべプリ」

13

〒670－0055 姫路市神子岡前 1－4－33
TEL：079－296－1151 FAX：079－296－1444
社 TEL：079－296－1171 FAX：079－296－1777

本

10

54

のことがわか

26

㈱京都麻袋

URL：http://www.yamano-net.co.jp/

25

60

りませんでし

11

80

27
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〒272－0137 市川市福栄 4 丁目 5－18
TEL：047－390－2131 FAX：047－390－2166

砂糖・小麦粉・油脂・乳製品
その他 製菓・製パン原材料

40
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竹内菓子舗の新店舗
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東京支店

おいしさ創造をバックアップ
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伊勢志摩

～菓子博を起爆剤に

サミ
ット

ともに優秀な技術者で、経

飽くなき探求心を持つ名実

する等、技能向上と研鑽に

のチャレンジで難関を突破

職」の資格に挑み、８回目

をお届けしたいとの思いか

を再現し、ギフトでも風味

るみたらし団子のタレの味

お客様の大半がお求めにな

サクサクで香ばしい風味。

行 を 終 え、「 こ と よ 軒 」 を

和会（名古屋和生菓子研究

日々の仕事はもちろん、名

る、業界でも屈指の職人。

平あゆみ店長に快くご対応

し込みにもかかわらず、大

した。今回、突然の取材申

に、白梅の丘店をオープン

分ほど離れた閑静な住宅街

製菓舗」と改名。現在、３

沿った菓子作り～工芸菓子

気番組）である。テーマに

ンピオン（テレビ東京の人

がら、

品。美味しさもさることな

で、表面がカリッとした逸

ちの香ばしい風味が特徴

朝の清掃活動や地域イベン

トに店舗として参加し、地

域密着活動にもしっかりと

取り組んでいるという。そ

の甲斐あって、子どもネッ

トワークからの広がりもあ

ると、期待感を表す。業界

での技術講習会もさること

ながら、少子化で担い手不

足、人材確保が難しい時代

が到来するといわれている

中、菓子職人への憧れを抱

いてもらう有意義な活動で
あると感じた。

ょいろんな指示に対応する

とよ本店から車で

ばかりである。

社長自ら得意の練り切り細

のは大変であると語るが、

作り操業を始めることで、

将来、本店とこの白梅の

プレスセンターが全菓博会

しっかりと商圏をリンクさ

丘店の間にセンター工場を

工を披露。氏は人気のキャ

圏が全くリンクしないエリ

せ、エリアを囲い込むとの

分と商

ラクターも巧みに表現する

場となる「サンアリーナ」

アであり、他店化する手法

また、白梅の丘店は、こ

ので、受講する子ども達は

としては常套策ではないの

名で歌川

向け、シンボル菓子制作部

さらに、来年の全菓博に

揚々と取り組んでいる。

の大型工場が誘致され、人

であり、大手電機メーカー

は、名古屋のベットタウン

であるが、白梅の丘エリア

労を買って出るような手法

では？と聞くと、確かに苦

タイルを一貫して行ってい

め、地域貢献となる営業ス

の菓子製造技術の向上に努

材育成にも力を注ぎ、自身

長。

展望を持っている岡本社

に こ れ か ら の「 こ と よ 」、

広重の浮世絵「宮川の渡」

る。「 夢 菓 子 工 房 こ と よ 」

みた。

重県が「ことよ」に白羽の

外務省から依頼を受けた三

名が「ことよ」のスタッフ

指す。その制作部のうち

伊勢志摩サミットを控

矢を立てた。セキュリティ

で あ る と 聞 き、「 こ と よ 」

強化している地域であり、

歳の若さながら、人

の情景をテーマとして、巨

の成長はまだまだ続くもの

菓子業界への思いを聞いて

え、現在工芸菓子を製作中。

口も増えている。そして何

と感じた。
ーの関係で情報がなかなか

の精力的活動には敬服する

に所属し、総勢

日本文化のＰＲのためと、

大工芸菓子の年内完成を目

より、日本で最も子どもの

公にならない状態で、急き

いう。住民同士の繋がりを

数が増えたエリアであると

最後に大変多忙な岡本氏

に併設されるなど、菓子博

白梅の丘店

岡本 伸治氏

のＰＲにも繋げたいと意気

10

一層目を輝かせる。

り。子ども対象の教室で、

のための作業台に早変わ

ーが、お菓子教室の受講者

ている３ｍほどのカウンタ

イベントの案内等を展示し

子教室。通常、商品や店舗

また、新店の目玉はお菓

らであるという。

その「ことよ」が一昨年

三重県四日市市に１９４８

会）で研鑽を重ね、後進の

頂いた。

代目の岡本伸治氏が代表取

格にも驚かされる。もちろ

大平 あゆみ氏
店長

白梅の丘店

営者である。

年創業。「ことよ」の語意は、

指導にも積極的に取り組ん

こだわりのみたらし団子

締 役 に 就 任 し、「 夢 菓 子 工
で競い、見事優勝を勝ち取

ん、白梅の丘店でもそのこ

三重県菓子工業組合理事、
同青年部副部長、
全菓博シンボル菓子制作部

代表取締役

夢菓子工房 ことよ

よろず、あらゆるものとい

でいる。特に業界内外に氏

（５玉１本）はやや醤油勝

月に、本店から車で

う事で、鮮魚、雑貨も販売

年のＴＶチャ

の卓越した技術を発信した

の

する商店であった。２代目

のは、平成

氏は卓越した技術を有す

の岡本二三男氏時代に、お

初代岡本竹治氏が菓子修

菓子専門店として「ことよ

房 ことよ」の屋号にて現

また、その後

ったことが契機となった。

たらしパイ」は

発売された「み

記念銘菓として

梅の丘店の開店

イルである。白

本店と同じスタ

焼き上げるのは

だわり実現のため、店内で

岡本氏

も「選和菓子

円（税込）との価

在に至る。

みたらしパイ

ク長・村中洋祐

全菓連青年部中部ブロッ

41

54

30

10

30

四万十銘菓「筏羊羹」

され、人や物の往来が昔と

違ったかたちで盛んになっ
てきましたが、昔、道路が

高知県四万十市（旧中村

数々残されている所です。

都にちなんだ地名や行事が

鴨川、東山、大文字焼等京

や生活物資をその筏に乗せ

出した木材を筏に組み、炭

の四万十川流域では、切り

整備されていなかった時代

市）の中心をゆったりと流

て四万十川を上流から海に

を始めました。今では、四

万十を代表する銘菓となっ

北海道産にこだわり、一本

く、原料の小豆も厳選した

も当初のまま変えることな

ております。製造方法は今

最中」もあり、皆さまに大

粒餡に求肥餅入りの「大鮎

た「 小 鮎 最 中 」「 秋 水 餅 」

四万十川の青のりを使用し

この「筏羊羹」の他にも、

す。

変喜んでいただいておりま

一本手作業で製造しており

ま た、 先 代 は 早 く か ら

ます。

とコマーシャルソングをつ

の出会いを大切に日々接し

気持ちを大事に、お客様と

すが、スタッフ一同感謝の

小さな店舗ではございま

くり、高知県内のラジオ・

ております。今後ともお引

」

テレビで流しました。今で

き立て賜ります様、宜しく

筏羊羹中村名物…

もご来店下さるお客様に歌

「

っていただいたり、口ずさ

・田村昭子

㈲右城松風堂代表取締役

お願い申し上げます。

ます。

嬉しく有り難く思っており

んでくださったり、とても

♪♪

㈲右城松風堂

れる四万十川は、日本列島

私 ど も ㈲ 右 城 松 風 堂 は、

先代らはその筏流しの光

に残された随一の清流と言

景を懐かしみ、木材の形を

近い下流まで頻繁に運んで

渡り菓子店を営んでおりま

した筒状の羊羹を筏風に組

いたそうです。

した。終戦となって引き揚

先々代が戦前に和菓子の製

お店のあるここ四万十市

げ、先々代よりこの四万十

造を始め、戦時中、満州に

は土佐の小京都と言われて

んで筏流しをイメージしな

われ、延々１９６㎞にも及

お り、「 応 仁 の 乱 」 で 京 の

市小姓町で商いを再開して

ぶ河川です。

都を逃れてきた一条教房公

がら「筏羊羹」という名の
お菓子を商品開発し、販売

今日に至っております。
今では道路や鉄道が整備

が作った町で、今では街並
みこそ薄れておりますが、

筏羊羹

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
いかだ よ う か ん
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夢菓子工房 ことよ
♪♪
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第926号

話を伺わねば。

見ました。これは、是非お

周防原利幸さん」の文字を

菓子工業組合伊佐支部長

も、新聞紙上で「鹿児島県

ここ数カ月の間に２回

チーズだったため、苦労し

酵の浅いヨーグルトに近い

しているチーズと違い、発

あったとのこと。普段使用

用いたコラボ菓子の依頼が

クリスマス限定のチーズを

うと、地元の畜産業者から、

新聞記事の件について伺

かもしれな

ボが続くの

期間限定の地産地消のコラ

とか。今後も、同じように

それもすぐに完売したのだ

ケーキ作成の依頼を受け、

ー用に前回の３倍もの数の

そして、再度ホワイトデ

間に完売したのだそうです。

売したところ、あっという

アチーズケーキを作って販

の「橋脇風月堂」さんがレ

ケーキを、同じく伊佐支部

ちがよくわかります。

が何度もリピートする気持

たまらない魅力で、お客様

っちりしっとりした食感が

言えない上品な甘みと、も

タルト」です。その何とも

でロールしたお菓子「薩摩

は、「時雨」を「かるかん」

冨士屋さんの代表銘菓

ぶ餡や漉し餡」に変えてい

餡を「時雨」ではなく「つ

めたお菓子なのです。

れ な い よ ）」 と 作 る の を 辞

面倒くさいのは作っていら

作っておれんど（あんなに

「あげんメンドくさかとは

なため、当の講師でさえ、

後、作り方があまりに面倒

で紹介されたものの、その

す。随分前に組合の講習会

凛とした揺らがぬ信念で

鹿児島市から、新緑が鮮

て何度も試行錯誤を重ね、

く中で、時雨なればこそ、

面白いエピソードがありま

と頑張り続け、今では、押

この旨味と食感がでるのだ

るのを辞めたり、作っても

緑が重なり遠景になると、

冨士屋菓子店

やかな美しい山あいの道を

いですね。

多くのお菓子屋さんが作

ひたすら北上。深緑、若竹
冨士屋さんがスフレチーズ

実は、このお菓子には、

色、萌黄色、鶯色、種々な

碧くなるのだなと感慨深く

しも押されもせぬ看板商品

した誇りを持ち、お客様を

伊佐の空気のように凛と

思いながら走ること２時間

しました。

裏切らない味と品質をお届
けする揺らがぬ信念で、こ

冨士屋さんは、創業
になる老舗で、利幸さんは

務局長・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合事

れからも、地域で愛され続

日本菓子協会東和会で

最優秀技術会長賞

たようだと言いつつも、新

状態で、気が抜けてしまっ

お店の仕事にもより一層力

喜んでいただけるように、

している。
東和会への出品は去年で

を注ぎ、技術はもちろん、

の人や先輩後輩の信頼を得

人間的にも成長して、地元
苦労したからといってい

たい。父にも安心して店を

たに工芸菓子にもチャレン

やるべきものとして位置づ

いモノができるとは限らな

ジしていきたいという。

けている。負けず嫌いで探

三年目。毎月の研究会への

上生菓子と引菓子の作品を

月までの一年間、毎月、

）は日本菓

手渡してもらえるよう努力

栃木県菓子工業組合の三
宅正晃さん（

していきたいという。自分
を支えてくれた人達にいつ

いのがモノ作りの難しさ、

か恩返しができるよう一生

理想を現実にするには経験
を積むしかない。手間を惜

修行のつもりで頑張ってい

究心が旺盛、そんな性格が

しまないことはもちろん自

原動力となり、コツコツと
作品作りに励み短期間でメ

分が納得できるものを一つ

出品し、表現力、技術力、

出品者中最高得点で受賞し

しかし、専門学校などで

キメキと力を付けてきた。

社。和洋菓子を商

月に円満退

修行を積み、一昨

和菓子店で５年の

を卒業後、東京の

うに大きく感じられること

とが噛み合わず、絶望のよ

はやりたいこととやれるこ

う思いを抱えている。時に

技術も知識も足りないとい

系統的に学んでないため、

道も学びたいと、留まるこ

茶道も学び始めた。次は華

りをする力を付けるために

しそうを意識して和菓子作

美しい姿形の先にある美味

でも多く作りたいという。

く三宅氏を見てみたい。

十代と新たな境地を切り開

が伸び盛りだ。三十代、四

る。まだ二十代。これから

は脈々と受け継がれてい

お菓子に懸ける父の思い

きたいと語る。

つけたらいいか分からない

入賞後は、どこから手を

年の

う「紅谷三宅」の

とのない探究心が顔をのぞ
に戻り、両親と共

一方で、今後はお客様に

・飯村欣三

栃木県菓子工業組合理事

もあったそうだ。

にお店を切り盛り

かせる。

二代目として自店

地元の工業高校

た。

色彩の３点で評価があり、

11

年

子協会東和会で、平成

月から去年の

度年間最優秀技術会長賞を
受賞した。
一昨年の

三宅正晃さん

11

27

24

12

出品も、自分の中で絶対に

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

頑張っていらっしゃいます。

菓子などの和菓子を中心に

３代目です。先代の敏實さ

年

「御菓子司冨士屋」に到着

となったのです。

薩摩タルト

けるのでしょう。

90

んは現在でも現役で、上生

２代目の敏實さんと３代目の利幸さん

弱、目的地の伊佐市大口里

鹿児島
木
栃
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全菓連では全国組合研修会で馬場甚史朗氏（馬
場製菓会長）を講師に迎え「地方と一体となった
お菓子の開発～農菓発想への挑戦」をテーマに講
演会を行いました。

先月号より続く。

薩摩きんつば

その②
は芋を見ると胸焼けがす

第１回鹿児島物産展（薩摩

たら、長蛇の列ができた。

馬場製菓が芋を作り、新

る。鹿児島の人は芋とメザ

宿伊勢丹が販売して、農家

味紀行）をスタートした時

しかし、既に設備投資し

の手取額２００円というモ

には、バイヤーが鹿児島ま

ていたので、とにかく売ら

デルケースを創った。それ

シ で 育 っ た か ら 」「 置 い て

なければいけないと、また

が体に良くて美味しいとい

もどうせ売れない」と言わ

特産品協会に訪ねていった

うことになり、薩摩きんつ

で５回来た。

ところ、私にフランスに行

ばが新宿伊勢丹に出店する

れて終わった。

けと言った上水流局長さん

ことになった。まさに鹿児

丹、京都伊勢丹に出店させ

売れたので、次は浦和伊勢

している。それをお菓子屋

に「東京の百貨店から要請

伊勢丹を知らなかった。県

ていただいた。毎年８千万

ってくる時代になった。そ

自分しか作れないもの、

がきているよ」と言われた。

の人たちは小田急で物産展

円ずつ上がっていった。す

こに私たちは物語を作らな

たちは気がついていないだ

をしているから、推して知

ごいと思ったが、百貨店は

で、農林水産省を使い、う

ければいけない。どう作る

けだ。お菓子を売るという

かできないお菓子になる。

るべしで、私は大学は東京

なかなか難しい。百貨店と

まく話に持っていけないだ

かというと、県と話し、国

体によくて、おいしくて安

島の農と食を守る運動が始

それが県のコンクールで農

で育ったので新宿伊勢丹は

付き合って蔵が建たないこ

いしいというと、県の人は

ろうか。国が何を考えてい

い商品が薩摩きんつばだっ

それが新宿伊勢丹だった。

万にしかならない。県庁の

政部長賞をもらったので、

食品日本一だと思ってい

とがわかった。

真面目すぎて、それ以上の

るか分からないと、私たち

にお願いをする。国へのお

発想ではなく、イモを助け、

人から「２００円で買えな

鹿児島で一番有名な山形屋

た。相手にとって不足はな

特許がとれたのだが、県と

ものを作ろうとする。それ

願いはルールがあるから、

た。薩摩きんつばは、第４

まった。１日

、１００万
当時の鹿児島の人は有名な

いか」といわれて、何も疑

百貨店に持って行った。山

い。実演販売して売ってみ

町に「これは種子島の宝物

が紅はるかで、今、大分県

は不安で続かない。ただ、

勝手に決めてもダメで、町

農家の手取額を上げ、鹿児

問を持たず買った。すると

形屋の食品部長は「この商

がって、勝海舟に似た福島

だから自分たちで耕してく

今は非常にビッグチャンス

島の農と食を守るところか

農家の人たちは全部、私に

品は売れない。鹿児島の人

本部長が不思議そうに会っ

ださい。私は種子島紫芋を

が甘太（かんた）くんとい

である。安倍首相が力を入

回のサツマイモ食品コンク

持ってきた。原料は私にし

４年前に父を亡くしたの

てくれた。屋久島に来て、

って盛んだが、これも地域

ールで、２等賞の農政部長

か集まらないから、私にし

で、朝起きると仏壇にお茶

本店を見ていただき、本決

守ります」と伝えた。今は

の商品開発になっている。

らスタートしたから、薩摩

つか親父を超えたいという

と御飯をお供えして会社に

まりになった。鹿児島はか

度以上ある。安納芋がお

安納芋がブームで、糖度は

賞をもらい、世に出てきた。

給料からすると月に５～６

思いもあり、反対のことを

行く。親父の背中を見て育

るかんが名物なので、皆が

きんつばは生かされた。薩

それを鹿児島に持って帰ろ

すればもうかるという気持

ち、一緒に仕事をさせても

作って競い合っている。そ

の芋を使った。

新宿伊勢丹で習ったこと

と私たちは知らないで実行

摩きんつばは紫イモ、オレ

うと思った。鹿児島の人は

ちにもなっていた。ただ、

らったから「親父がいたら

こにオンリーワンを作れ

地域と一緒になり、困って

鹿児島の芋の商品を馬鹿に

今は屋久島が世界自然遺産

何 と い う か 」「 兄 弟 仲 良 く

ば、絶対に売れると思った。

いる作物があれば利用し

するところがあり、新宿伊

万人の観光

しているか」と、自問しな

サンリオは子供に人気があ

ンジ色の紅はやとイモ、コ

また、新宿伊勢丹では、

勢丹に店を出した途端、山

の島になり、

がらお菓子を作っている。

て、技術力がある私たちが

誰がどうやって創るのか、

形屋百貨店には「何で早く

なると、観光土産品も馬鹿

親父とケンカばかりし、ラ

万人になった。そう

ことだと思っている。今度

民文化祭のおかげでいろい

まり文化がないけれど、国

祭が開かれた。鹿児島はあ

鹿児島でも先日、国民文化

にバブルの時代で、田舎の

れている地方創生は、まさ

ない。

と、商品開発はうまくいか

えているのかが分からない

いは屋久島の町長が何を考

こで、鹿児島県知事がある

からあがってくるのか。そ

からあがってくるのか、県

を向けることに興味を持っ

伊勢丹に店を出す時「馬鹿

があった。父には私が新宿

その前には親父との葛藤

を助けることがよくわかっ

なければいけない。その芋

ちが原材料を増やしていか

ためには、馬場製菓の私た

る日、大崎にあるサンリオ

伊勢丹に出店した勢いであ

が認めてくれたこと。新宿

よかったことは、サンリオ

新宿伊勢丹に店を出して

か」と言ったら、おもしろ

い、健康な商品はどうです

入れ、体によくて、おいし

と自信を持った。

種子島では次に、安納芋

農業を勉強すること
（農菓発想への挑戦）

はヤマイモを行政と組ん

ろな県外のお客様やインバ

ている。お菓子屋は文化を

か 」 と 言 わ れ た。「 鹿 児 島

てもらえず「おまえが歌舞

の本社に行った。知り合い

円の芋は、農家の

伊勢丹で習ったことは

どうやって売るのかを学ん

うちに持ってこなかったん

にできない。一番売れてい

佐賀と鹿児島のイチゴで

で、作ってもらっている。

り、ハローキティの顔をし

は、おいしさはそんなに変

ヤマイモは昔、地上から下

創っている。食文化とよく

伎町で飲みたいだけじゃな

サンリオと一緒に

イバルだと思っていたか

月に採

ウンドで海外のお客様がや

である。親父を超えること

たかるかんには、紫イモが

わらない。ただ、

に掘っていく方法だった。

ら、今があると思う。

れるのは佐賀のものであ

今は畑に横にして作れる。

はいまだにできていない。

入っている。これもおいし

る。だから、農業を知らな

うちでは年間

言われるが、別に寿司や和

に店を出してから東京だ。

いか」と言われ、ケンカし

～

「オンリーワンを目指せ」。

だ。塩サブレがあるのも、

だ」と言われた。鹿児島は

るのは今でもぽんかん最中

ガネイモがある。紫、オレ

「自分にしかつくれないも

塩キャラメルがあるから作

県外に出した後に、初めて

ンジ、黄色の三色で無添加

のを作りなさい、しかも１

れたのであり、伊勢丹は流

受け入れるところだと思っ

考える。今でこそ６次産業

品だけでなく２品あればい

行は伊勢丹が作ると言って

化と言っているが、もとも

い 」。 オ ン リ ー ワ ン 商 品 が

いた。新宿伊勢丹で学んだ

勇気と挑戦」という考えを

くて、自分にしかできなく

いと商品開発はできなくな

使っているので、鹿児島の

食だけではない。鹿児島に

何でいきなり東京に行かな

がいるわけでもなく、紹介

親父との葛藤

て、安ければ売れる、とい

る。お菓子屋のバックボー

人たちが組めば１００～２
きゃいけないんだ」と。し

者なしで門をたたいた。最

学んだ。私は今、世界に目

うフランス、ドイツの国際

ンは商工労働部、厚生省で

００トンくらいはできると

しかないものは、サツマイ

ながら出店した。父は子供

初は係長が出てきて、いろ

るためには農業を勉強する

は、お菓子屋さんが生き残

するお菓子の原料があるの

地元には、自分が得意と

熊本県菓工組前理事長

園田耕一 氏逝去

熊本県菓工組前理事長園

田耕一氏は５月７日に逝去

された。

回全国菓子大

熊本では会

長を務められた。

博覧会・九州

また、第

年に全菓連理事を務めた。

化に尽力され、平成９～

展と全菓連傘下組合の組織

故人は中小菓子業界の発

次号に続く。
い ろ 話 し た。「 か る か ん の

見本市で習ったことだ。こ

はなく、農林水産省である。

モだけでなくいろいろあ

かし、これがタイミングで

がすることに対し、とにか

敬 弔

形をしたハローキティを作

表彰状を見ると全部、農林

思う。

る。そういうものを行政と

く一言クギをさす。私もい

まぼろしの安納芋
あり、時代の要請である。

が出てきた。私は安納芋で
そしてサツマイモを助ける

トンくらい

りたい。その中に紫イモを

れを守っていくと売れ出す

水産大臣が出している。私

14

20

一緒に考え創っていこうと

14

40

42

思う。

24

in

15

12

客が

２品あれば会社は続く。ま

90

た。

薩摩きんつば

ことを自分のモデルにし、

馬場 甚史朗 氏（馬場製菓会長）

た「世界に目を向けよ。お

～農菓発想への挑戦～

客様に目を向けよ。そして

地方と一体となったお菓子の開発
38
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ョンは床の間がないから、

存じない方が多い。マンシ

最近は床の間の意味をご

回お菓子ビジネスフォーラムで塚本晃子氏（ビジネ

知らないのは仕方がない

（一社）菓子・食品新素材技術センターでは第

ビジネスシーンで

スマナーコンサルティング代表）を講師に迎え「ビ
ジネスマナーを見直しませんか
が、絵が飾ってあったり、

が、床の間を背中に、真ん

ピックの表彰台ではない

７）。 順 番 の 正 解 は オ リ ン

でいうお殿様が床の間を背

は金屏風みたいなもの。昔

い。ところが違う。床の間

上座だと思われる方が多

で、きれいに見えるほうが

が生けてあったりするの

花瓶が置いてあったり、花

の常識、貴方は大丈夫？」をテーマに講演会を行い
ました。
先月号より続く。

中のＡが１番、その向かい

中にして座り、刀が置いて

食事会の場が日本
間、さて席順は？
日本間の場合の座り方だ
側のＤが２番、３番はＡの

その③

「これは失礼だな」と思

かない。

はねがついている靴では行

く。前の日に雨が降り、泥

がよくない。靴も磨いてお

下についている。見た感じ

ている家庭では、ゴミが靴

い。タオルと一緒に洗濯し

失礼だなと思った。

いし、しみだらけでとても

うがよかったのかもしれな

ないと言っていただいたほ

な、逆にもう持ち合わせが

ちを考えると嬉しいよう

のかもしれない。その気持

残っていたのをくださった

で、後は要らないので１枚

れている。しかも自己負担

円で、厚い固めの紙で作ら

くても１００枚１，５００

注文して作っているので安

る。名刺入れをお持ちなら、

にしていただける状態にす

手の上、自分も左手を手盆

同時交換なので、相手の左

す」と挨拶をするが、今は

「よろしくお願いいたしま

名乗りながら目を合わせ

右手で持って出す。相手が

本だ。空いているところを

上に指を置かないことが基

名刺は、マークや文字の

持っていくのではないか。

だままでの状態で、上司に

事である。

情報が入っているので、大

る。それくらい相手の方の

という商売になったりす

民間ではこれ１枚で何億円

ので、うやうやしく扱う。

名刺はその人そのものな

という。

す、○○様がお見えです」

持 ち す る。「 失 礼 い た し ま

うやうやしく腰の高さでお

だめだ。お預かりしたら、

ンより下にして伝えるのは

い。お札は人の手をたくさ

布と一緒にしてはいけな

いただいたほうがいい。財

挟むが、名刺入れをお持ち

何か、挟むものがあるなら

だ。またはシステム手帳か

場合もある。必ず名刺入れ

っているし、途中で落とす

ベルトラインより下に下が

いる。これは失礼である。

しづかみで持って行く人が

ず、書類やバッグの脇にわ

これを名刺入れにしまわ

会社で緊急で呼び出しがか

あるだろう。以前ある電力

れていこうと迷ったことは

ないから、名刺をどこに入

夏はクールビズで上着が

ないうちにメモをする。

トイレでもいいから、忘れ

前を外したら、そのビルの

モしないで覚える。本人の

したら、本人の前では、メ

ろしいのですか」とお聞き

すね、何とお読みしたらよ

名前の読み仮名が難しいで

名刺交換や取り
次ぎ時の扱いは
大丈夫？

う名刺のやりとりの経験は

たので手で持って歩いた

右側になるが、出入り口が

り、ズボンのポケットに入

が、皆様の職場や懇親会な

名刺交換して「どうぞお

話をしている最中は名刺

れ て い た。「 こ ん な と こ ろ

どで行かれるだろう。昔は

持ったままでよい。相手の

座 り く だ さ い 」「 は い、 あ

をもてあそばない。名刺を

から申しわけありません」

かり、その人は名刺を持っ
名刺というのは初めて出

りがとうございます」と座

もてあそんでいる人は「こ

と名刺を出した。この一言

ん渡り、きれいなものでは

あるだろうか。私は、しみ

左手に載せて、空いた手を

る。話している時には、肩

の中暑くないですかねえ」

で「ああこの人はマナーを

あるイメージのある、神聖

すぐに添え、両手でいただ

幅よりも中に置く。真ん中、

といってウチワのようにあ

知っている。でも、今のこ

あるので、反対側のＢが３

会った方と交換をするの

く。昔は１人１人した時代

真正面、真っ直ぐ。名刺入

おいだり、頭をかくとか「上

よく接待があり、こういう

で、ぜひ名前はフルネーム

もあったが、今はほとんど

れがあるなら、その上に置

野にいい店があるんです

のスタイルじゃしょうがな

てきたが、ポロシャツだっ

だらけの名刺を頂戴したこ

で 言 っ て ほ し い。「 私 は こ

同時交換なので、左利きの

き、もし複数の場合は一番

よ」なんて指し棒にしたり、

ワイシャツのポケット

いな」と許されてしまう。

ない。

とがある。いただいた瞬間

ういう者です」はだめだ。

方も右手で名刺を出す。相

上の方の名刺を置いて、あ

角がうまい具合に入るので

司に、他の席

で遅くなる上

に座り、仕事

手が先に上座

けないと、若

い。仲居さんが「この部屋

脱いだ靴下を置いたりしな

ったお菓子や旅行カバン、

床の間にスーパーの袋に入

また、旅館に着いた時、

親指やかかとが薄くなって

ほうがスマートだ。また、

るかよりは、替えて行った

り、周りの人にどう思われ

いがした靴下を気にした

方は１日中歩いて、汗の臭

らなかった。今でこそ簡単

た。だから追加の名刺を作

後に人事異動で転勤され

わかった。その方は１週間

長である。でも後で理由が

そうそうたる機関の総務課

は書類なんかも自分で読ん

出す方がいる。そういう人

ると、自分のほうを向けて

識だ。最近、新人研修をす

ほうに向けて出すことは常

インパクトがある。相手の

だきたい。目と目が合うと

見えました」とベルトライ

「すみません、○○さんが

がお預かりする場合だが

げてしまう。取り次ぎの方

も」とベルトラインより下

てしまうのは「どうもどう

に名刺を下げない。よくし

示を受けた時は「かしこま

した」と言いながらしまう。

ところありがとうございま

時 だ。「 き ょ う は お 忙 し い

しまうのは、おいとまする

しているのであれば、次に

少しよけておき、まだ商談

まってもよい。または上に

も「えっ？」と思うものだ。

き を し て は い け な い。「 お

また、本人の前でメモ書

する。

大体ボールペンを回したり

う。そういう人は会議の時、

多分手が遊んでいるのだろ

多い。私は何人か見ている。

○○です」と自己紹介して

ていただきたい。

けば防げるかもしれない。

ード１枚を内側に入れてお

ので嫌だ。プリペイド・カ

が、もらった時に湿っぽい

入れて、交換する方もいる

に、名刺入れ無しで名刺を

ま

の人は大したことはない」

に名刺を作れるが、当時は

けない。上司には「大変勉

す
を空けていた

いる靴下は、履いていかな

れました」は二重敬語で間

料に目を通すのは当然。

また、お客様より先に座

レームを言いにくくなるら

客様も良い対応ぶりに、ク

をしてイライラしているお

らない。お客様または目上

しい。

ること。

の人が座ってから半呼吸ま

における常識を実行するこ

した」が正しい。

たは一呼吸遅れて座る。ハ

とが大切である。そのため

い方にする。飛行機に乗っ

次に飲みに行った時、席

ローワーク（東京）の職員

にも、ビジネスマナーの基

ているとアテンダントの

順はできるだろうか。そこ

も「何番の方どうぞ」とお

本知識を身につけている

おっしゃいました」または

ントの方はきちっとした敬

で迷って「どうぞ」と譲り

呼びし、立ち上がって「ど

か、今一度、見直して欲し

「言われました」のどちら

語を勉強しているから「承

あった分には、誰がどこへ

うぞお座りください」とお

い。

ください」と同じである。

変わらないので、機会があ

り ま し た 」「 か し こ ま り ま

座ろうと気分は悪くならな

客様を座らせてから、自分

「私が持参いたします」が

ったら見直しチェックをし

し た 」「 承 知 致 し ま し た 」

い。ところが、それなしで

が座り「今から担当します

は物に対してである。私が

かしい。日本郵便の不在票

てほしい。

と お っ し ゃ る。「 わ か り ま

勝手にすっといい席に座ら

ここに来て自分のことを

は「お持ちください」と正

上司に対し「この資料は

した」とよく使ってしまう

れていると、同僚であって

相手のことを確かめる時

しい表現で書いてある。

参考になりました」は失礼

が、わかっただけでしてく

は「○○の○○様でいらっ

ダイレクトメールの表現

テレビに出てくるコメン

になる。上から下へは参考

れるか曖昧だ。上司から指

おわりに

に「こちらのはがきをご持

テーターや評論家、国会中

で よ い。「 感 心 し ま し た 」

方、また一流ホテルのフロ

い。「 塚 本 様 で ご ざ い ま す

参ください」とある。

継でもそうだが「今○○先

も下から上に感心してはい

かが正しい。敬語は昔から

ね」と「塚本様でいらっし

あれば９通がその表現であ

生がおっしゃられました」

正しく、相手に言うのはお

敬語は、間違えたまま一

ゃいますね」は違う。ござ

る。「 お 持 ち く だ さ い 」 が

と よ く 聞 く。「 お っ し ゃ ら

「塚本でございます」は正

生使ってしまう怖さがあ

いますねと確認されること

正しい。資料は「御覧下さ

しゃいますね」と言う。「ご

る。電話応対で「お世話様

が意外と多い。ホテルのチ

い」が正しく「ご拝見くだ

言葉使いについ
て

です」と言うだろうか。飲

ェックインも「お待ちして

日頃よりビジネスシーン

み屋の帰りに「お世話様」

おりました。塚本様でござ

しい。

と言って帰るのは構わない

通

が、ビジネス電話の場面で

ざいますね」と言う方は多

できれば、名刺入れに入れ

ら失礼になる。 という目安になる。

さ い 」 と は 言 わ な い。「 ご

何万円もする高い旅館で

「これ何？」と、茶色くな

「こういう者です」さんに

手のほうも同じ場所に来

との方は下になる。何か資

爪のあかをとったりする。

な場所だ。

ったようなしみが結構つい

な っ て し ま う。「 私 は ○ ○

る。自分も右手が空くので、

料を広げるとか、お茶が出

番となる。その向かいのＥ

て い た。「 何 で こ の 人 は こ

○○と申します」とはっき

空いた手を添えて頂戴する。

てきた時、一度しまうタイ

が４番。Ｃが５番、Ｆが６

ういう名刺をこの場で交換

り、ゆっくり相手に伝わる

絶対にしてはならないこ

場所を設定したこともある

したんだろう。これなら、

ように自己紹介すること。

とは、自分のものも相手の

が、最近は少なくなってい

きょうは持ち合わせがない

それから、自分の名刺を見

なく、気軽に行ける宿泊施

と言ったほうがスマート

ながら言わなくてもいい。

番。Ｆは幹事でお酒の追加

夏の暑い時期の日本間で

だ」と思った。それも若手

る。職場の方の懇親会に６

たが座るだろう。日本の場

の宴会、懇親会の場合は、

でポケットに入れてきたの

机の上のゴミを集める人も

設でも床の間はついてい

合は殿方が座り、お母さん

靴下の替えがあるとよい。

ミングがある。その時にし

る。家族で行った場合、床

ふすまが出入

は向かい側に座って、仲居

ロッカーで履き替えたらさ

ものもベルトラインより下

やタクシーの手配などをす

り口なので左

さんはご飯やお茶のセット

相手の目を見て言っていた

る役割になる。ふすまが無

右が入れ替わ

をそちらに置いていく。上

ならしょうがないけれど、

人で行ったら、床の間がつ

る。床の間を

わやかでいい。特に営業の

いた、左にふすまの出入り

背中というと
座のほうには置かない。

の間を背中にした席はどな

ころに気をつ

ければ、また変わってくる。

ビジネスシーンでの常識、貴方は大丈夫？

ビジネスマナーを見直しませんか

88

口 の あ る 和 室 だ っ た（ 図

ふ

出入口
図７

会議シーンのマ
ナー
会議シーンのマナーだ
が、司会の方は上席者の方
に意見を聞く時「○○さん
のお考えを聞かせていただ

塚本 晃子 氏（ビジネスマナーコンサルティング代表）
10

けますか」と言う。国会中
継を見ても「総理のお考え
をお聞かせいただきたいと
思います」としている。
出席者の留意点・心がけ
は、自分の意見を最初から

Q ○○

いますね」と言われること

○

は「お世話になっておりま

○
用意する。会議参加のエチ

○

始める。長時間、順番待ち

Ｅ

どこが一番上座なのか考え

Ｄ

り ま し た 」「 承 知 い た し ま

Ｆ

強になりました」という言

Ｂ

違 い で あ る。「 ○ ○ 先 生 が

Ａ

拝見ください」は「ご持参

Ｃ

が あ る。「 ご ざ い ま す ね 」

○

す」が正しい。

○

ケットで、下準備、事前資

○

←

間
の
床

第926号
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（９） 平成28年５月15日

代表取締役）を講師に迎え「地域内で活

全菓連では全国組合研修会で目黒督朗氏（株式会
社太郎庵
性化をするお菓子屋さん～会津の応援菓」をテーマ
に講演会を行いました。
先月号より続く。

方針発表会がある。今年で

私どもに全員参加の経営

がある。リッツカールトン

会があり、その中に社長賞

針発表会が終わると表彰大

人による差別化

年目になった。商売を始

て、続けてきた。支持され

うしたいという夢を書い

素晴らしいよ」とあたかも

げる。その人に「こんなに

いていない表彰状を読み上

選ばれた。その時、何も書

の旅で、今年もある社員が

るお客様が一番であるこ

めて４年目から、会社をこ

と、太郎庵一番の誓いはお
書いてあるかのごとく読み

その③
ハワイへの社員旅行

る店に届けた。家内は「わ

力で、知識、技能、体力だ

る。職務能力は仕事をする

一番のものだと思ってい

くる。両親は亡くなってい

き、いいアイデアがわいて

謝していると、第六感が働

と線香をあげる。両親に感

年は

ざわざ、行くのは時間がも

が人格能力は人間性だ。し

、

ったいない」と言うが、私

ーをしている。

福島県ユーザー協会の電話

は「だから価値がある」と

にありがとうと言う前に、
ご両親にありがとうと言わ

年

応対コンクールで優勝し、

今年は、息子
が専務になっ
なくてはだめだ。

体験の共有の

な感動して、社員が涙を流

生花のレイをかけた。みん

り、降りてくる１人１人に

私はハワイに前日に入

て、家族みんなで食べまし

万円でおすしセットを買っ

「お誕生日手当で頂いた１

今年入った新入社員に

しているというお話だっ

日に娘が来るのを楽しみに

て待っている。毎年、誕生

を作って小遣いまで用意し

と、お母さんがハンバーグ

のプレゼントに持っていく

ートさんもご両親に誕生日

ためだけに行っている。パ

時間かかるが、その用事の

いう。一番遠いところは１

るのに５の力でしている人

なる。しかし、

の力があ

る人は、必ず６になり７に

を持って５の力を出してい

見抜かれてしまう。５の力

があるのに５の力ですると

っていると思うが、

が、５の力でするのは頑張

に５の能力を持っている人

う。販売員さんと接した時

能力よりも先行すると思

かし、私は基本的には職務

したことでも「ありがとう」

かけずにできる。ちょっと

謝し合える社風で、お金を

だった。社内でお互いに感

報告は、９月は、８４０枚

ありがとうカード・改善

の中にある。

が、自分の１つの判断基準

るが、両親が笑顔でいるか

全国大会に出場した。

たのでお願い

ため２０１２

していた。でも、そんな社

た。ケーキも一緒にいただ

た。１日２～３人届ける日

することもあ

年の社員旅行

員を見ている私が一番幸せ

いたので、家族みんなで食

もあり、家内は、ひと月ま

定は社員の

は優秀賞だった。

はハワイに行

だった。１班と２班が４泊

べることができて、改めて

る。

った。漢字検

５日で行ったが、私は１班

幸せです。私を育ててくれ

を書く習慣をつけさせたい。

２０１２年ハワ
イ旅行

％が３級を取

を送り出して、２班目の方

はだんだん低下していく。

また、感動

得している。

を迎えたので、ハワイに２

とめてお食事会でもと言う

が、わざわざ行くから価値

私は朝会社に行く前、両

誕生日はご両親に
感謝する日です

また、目の前

た両親、いつも相談を聞い

がある。

立地による差別化

ありがとうカー
ド・改善報告

の人を喜ばせ

週間滞在した。

の力

る事が出来る

てくれた姉、周りの人に感

親の仏壇に線香をあげて

謝しています」と報告をも

会津に限定した店舗にし

いしいお菓子があることや

人になるた
め、親孝行手

ており、最大でも田島店ま

上げる。素晴らしいと読む

「 き ょ う い っ て き ま す 」。

でで

たびに、その彼女は泣き崩

留守をした時、うちに帰っ

たら、急に泣きたくなった。

働きやすいことなど書い

たら「ただいま帰りました」

雨の中では泣いているのは

た。本当に働きにくい会社

うがねえぞ」といつも私を

電話応対コンク
ール

親孝行は人間力を高める

突き放す。池袋に勤めてい

広告による差別化

手ぬぐいを被りながら饅頭

して永続発展をすること

こで会津の地酒を飲んでい

人間力を高める

営という講座を受講した。

誰にも気がつかれないの

らった。

誕生日で、私はその方がい

最後の講義の時に「会社と

で、泣きながら歩いた記憶

当 を し て い る。「 誕 生 日 は

母 は 反 対 し た。「 お 菓 子 屋

た時、会津が恋しくなり、

もある。

５日出している。海外に行

ちの常務がインストラクタ

さんは大変で、報われない

あのころ会津ほまれという

れる。壇上から見ていると、

たので、子どものころから

は社員の方が幸せになり、

居酒屋が出ていたので、そ
たいということだった。し

の、２つの調和になかにあ

に行って「お菓子屋さんに

なくなり、父と母の仕事場

なる決心をした。そして父

論を切り、お菓子屋さんに

した。その時私は母との議

があると聞いた時、私もや

この調和にこそ会社の経営

の幸せと会社の永続発展、

分だ。

早く大きくなって両親を楽

やりがいを持って仕事をす

日はある従業員の

る当てのない町場に向か

からならないほうがいい

ることと、会社が利益を出
がお菓子の卸をしていなけ

るんだよ」と聞いた。社員

月

い、自転車を漕ぎ出す。創

よ」と。やるかやらないか

ったろうと思う。

を包んでいた父が「お菓子

父と母は、朝早くから寝

なりたい」と話をしたら、

次号に続く。

込みの方。

・製菓製パン業を将来の職

と、技術の世界は、どこま

お菓子の修行をしている

成とのため、同校への入学

菓子工業組合に、後継者育

勝校長）では、各都道府県

③特典

０１７年２月

２０１６年

子の修行に行った。最

高校を卒業してお菓

まま終わってしまうのかな

ていくと、会津に帰れない

に自分で技術の世界を追っ

した。

希望者の組合推薦方を要請

月や１月になると決まって

要綱は以下の通り。

日〜２

日まで

月

業分野として希望されご子

弟（後継者）

に店を出したいと思っ

でやっても先がある。本当

②組合推薦

歳の時からだ。
もだったが、父と母が何も

初に勤めたところで

、

食べていないことは分かる

会津が恋しくなる。帰りた

万円の学費減免制度

人として」にある、一

象に

店主一店舗主義、間口

①応募基準

万円

業界推薦入学者減免制度

た。志を立てたのは、

日本菓子専門学校（秋田

日本菓子専門学校

業界推薦入学者
減免制度

•••••••••••••••••••

屋さんていいよ」と一言話

る間も惜しんで働く人だっ

なかった。

かし、高校２年の時、自分
日に「おかげさま

の進路を決めなければいけ

月

た。私が小さいころ「夜ご

年」という創業祭のチ

７００人のお客様が来店し

飯どうするの」と聞いたら、

で

れば、お菓子屋もやってい

電話応対コンクールはう

スタートした。その時の父

にさせてあげたいと思って

という議論をしていた時、

ご両親に感謝する日です

は凄いと思う。店が無い。

いた。私がお菓子屋になっ

よ」ということで、お客様

今から１２００年前、奈良

業は本当に大変だと思う。

た動機の１つは、親孝行し

ていただき、心という焼き

社長通信は基本的に３６

から会津に草庵を開いた徳

今はお菓子屋の卸から直営

みんなが喜んでいる。そん

「太郎庵から秋彼岸のお便

お得意様も無い中、自転車

店になってきたが、もし父

な方針発表会である。

り」にはお彼岸の時に地元
一というお坊様が菩薩様と

でスタートを切る。どんな

ンジしたいことを常にチャ

のシャインマスカットを使

にか、最初のペダルが重か

指揮をとった秋月悌次郎を
に会津のりんごのお菓子に

る。

号は栗を育てて
印を入れた。

書いた。
して、主力商品を季節で変

日の朝方、夢の中に

母はラーメン屋に行ってラ

化 さ せ た。「 菩 薩 の 心 」 は

号は直訴

いる栗の物語。

た。

ーメンを１個とってこいと

して打ち首になった小栗山

になるか悩んだが、お菓子

白衣を着た父が元気な顔で

言う。私は５、６歳の子ど

日

は食べたらなくなるものな

出てきた。それで仕事をし

ラシを入れた。全店で

私にとって忘れてはいけ

ので、食いはぐれがない。

ている。私はそばで洗い物

喜四郎を書いてみた。日本

ないことは「本日開店」の

親にも「お菓子屋のほうが

本日開店の心

が有名だが、会津の小栗山

心である。事務所に入ると、

いい」と言われ、見習いに

は２，２３５人、 日は２，

喜四郎も直訴して亡くなっ

年

真正面にこの言葉が掲げて

で義民は千葉の佐倉惣五郎

た。義民というのは、人の

ある。太郎庵は今から

ってみたいと思った。

ために自分の命を捨てて行

がやれなかった表通り

動する人のことだ。こんな

を早く終えて、手伝おうと

ので「３つください」と頼

行ったそうだ。

思っているが、なぜか右足

日の雪の降る日

をケガして血が出ている。

前、１月

私が生まれる前年、自宅

と思った。雪の降らない

本年も業界関係者の方対

兼工場でお菓子の卸をスタ

は、相馬愛蔵の「一商

歳の時

むと、母が「１つと言った
のに、３つも頼んできて」

が実施される。
と言いながらラーメンをす

たお菓子を思い返すと焼き

ら、どんどん流れてくるの
菓子に黒砂糖を掛け、丸い

で、仕事がはかどらなかっ
私の父は、今は過疎地で

た。

いと思うと、会津が遠くか
た。今考えると右足の血は、

に開店した。私が

だった。その時の情景を忘

すぐに止まると思いなが

号は、柴五

ートさせた。父が作ってい

ていきたい。
郎を書いている。会津人の

れてはいけないと、今もこ

ありがとうカード

は狭く、奥行きは深く

焼き菓子に白砂糖を付けて

そんな父と母を見て育っ

すっていたことが記憶にあ
人がいない奧会津の金山

る。

・２０１７年３月高等学

父が自転車を踏み出した最

校、短期大学、大学卒業見

初の右足だったと思う。売

ら「おまえみたく力のない

いた。自転車の荷台の菓子

やつは帰ってきたってしょ

箱にそんなお菓子を入れて

歳の時に商店経

で、次男として生まれた。

1

28

という学びをいただい
自転車屋になるかお菓子屋

10

29

28 10

22

精神のルーツ、そして太郎

るものを通じて伝えていき
たい。不定期だが、今まで
号になった。

チラシも工夫している。

で

12

27

60

11
16

22

の言葉を刻んでいる。

方がいたということを伝え

36

21

26

25

庵の考えの根底に流れてい

14

17

23

務局広報課・山田

（３７００）２６１５、事

問合先・同校学務局０３

問合わせてみるとよい。

内があるので受験希望者は

各組合に推薦書、入学案

④手続き方法

10

21

24

15

66 11

レンジしてきたと思う。方

小冊子を自分で書いてい
言われていた。その題字を

っても、元日も休まず書い

10

奈良の薬師寺の貫主に書い

で給与も安いなか、チャレ

26

27

25

っ て 大 福 を 作 っ た。「 天 神

目黒 督朗 氏（株式会社太郎庵 代表取締役）

さま」というブッセは、秋

地域内で活性化をする
さ
お菓子屋 ん ～会津の応援菓

号は鶴ヶ城の開城の

て、 年続いている。ただ、

10

70

31
27
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第926号

口減少が進んでいるから、
自分で取りに行かないとお
客様が来ない。それには商

全菓連では全国組合研修会で大井啓伊氏（株式会社
ミリオネット代表取締役）を講師に迎え「地方におけ
品がいい、サービスがいい、

いいものは飽きてくる。毎

い。商品がいいと言っても、

の３つが揃わないといけな

プロモーションがいい、こ

る顧客の集め方」をテーマに講演会を行いました。

先月号より続く。

お客様は突然やってくる

その②

前回はサービスがよかった
しか買えないから、価値を

お客様は、松阪牛はたまに

反しかけが大切である。

入る。旅行から帰ってきた

翌日は「お帰りなさいませ、

れはお客様をどう育ててい

らしい。話をしてくれたの

トラブルはなかったです

か、保険も大丈夫ですよ」

くか、というシナリオであ

お客様をどう育
てていくか

今は旅行会社ではＣＲＭ

る。ある程度の高額商品の

認めて買う。蔵王牛は５９

（カスタマーリレーション

お客様には、シナリオを作

８円にしている。蔵王牛を

シ ッ プ マ ネ ジ メ ン ト ）「 お

るべきだ。

で「また行ったら話をして

それから、店には楽しさ

客様をきちっと管理してい

私らは松阪牛を購入した

くれるんじゃないかと思い

がなければいけない。和菓

きましょう」と言う。ＪＴ

お客様は、後でフォローを

のようなメールが来る。こ

子屋にもケーキ屋にもよく

Ｂ社で３か月前に旅行の予

するようにしている。今、

食べながら、松阪牛を食べ

のもので、九州では無いも

話す年配の女性がいる。そ

約をすると、お礼のメール

ました」と。そして商品が

のを置いている。おいしい

ういう人と話をしていると

が来る。２か月前には、旅

てみたいとなる。

たまごやケーキもいろいろ

「これも欲しいな、あれも

よかった。松阪牛や蔵王牛

置いてある。すると、あそ

欲しいな」という。

る。今はネットでうちの店

っているし、ネットも調べ

お客様は豊富に情報を持

そ、毎日メニューを変えな

思う。見られているからこ

い」など、見ているなあと

ましたけど、それをくださ

でとりの照り焼き丼があり

る。「 今 日 だ け の メ ニ ュ ー

ておくと電話がかかってく

今日だけのメニューと入れ

しという欄があり、そこに

コンでハガキを作ったの

うＤＭを送った。私はパソ

かリンゴをあげます」とい

んけんをして、勝ったら梨

以上買っていただき、じゃ

ければない。だから「千円

らう手段は、顧客情報がな

きてもらいたい。戻っても

と言われた。また、戻って

かのものが食べたくなる」

くなる。聞いてみたら「ほ

いが伝わった」と言ってく

た。笑われたが「店長の思

お客様が今の商品に合った

と言った。価値観は価格。

長は「お客様は価値だよ」

中津のスーパー細川の社

い。どこが減っているのか。

のお客様と、これ以外にな

お客様、プラスリピーター

のお客様、マイナス離反の

るかを見る。客数も、新規

分の店のどこが下がってい

ない。この計算式の中で自

客単価。この計算式以外に

売り上げは客数×頻度×

は晴れですよ、楽しみにし

きました、１週間後の天気

「そろそろ旅行が近づいて

うの天気を教えてくれる。

めていく。７日前は、向こ

う」とどんどん気持ちを高

わくわくしているでしょ

前には「そろそろですね、

行先の情報が来る。１か月

れないし、生意気な口をき

鼻で笑われ、対応もしてく

をしませんかと行ったが、

ハウステンボスに顧客管理

ービスがよくなった。私も

ロモーションが上手で、サ

る。ＨＩＳになってからプ

気ナンバーワンになってい

ハウステンボスが急激に人

を置いているし、豚も岩手

こはいいものがある、でも

の名前を検索すると簡単に

ければいけない。情報はど

で、伝えたいことをたくさ

日、来ていたお客様が来な

ちょっと高いことも分かっ

出てくる。最初にオープン

んどん発信し、アウトバウ

ん入れてしまった。お客様

情報をどんどん
発信

した時「にくのたまご」と

ンドで攻めなければいけな

地方に行けば行くほど人

えず行ってみようと思って

書いてあったから、とりあ

で見たよ、内容はたくさん

は「字が見えなくて虫眼鏡

それきり来ていなかった。

月前に１万５千円買われ、

月ぶりの来店だった。３か

られた。そのお客様は３か

れ、６千円くらい買って帰

２，０８０円にしている。

うちは松阪牛を１００ｇ

だ」と思ったらそれで買う。

お客様が「これは５００円

価格を判断する。だから、

か」とよく聞かれるが、離

る。「 離 反 を ど こ で 見 る の

離反が増えているかを見

か、新規が減っているのか、

リピーターが減っているの

の商圏で見ると大体

っしゃい」というメールが

い ね 」。 当 日 は「 い っ て ら

「いい旅行に行ってくださ

は「準備はできていますか」

てくださいね」と。３日前

ンにも跳ね返ってくる。

然、商品にもプロモーショ

よくなっている。これは当

違う。従業員のサービスが

かれた。今は雰囲気が全然

ンがある。社長と知り合っ

竹乃屋という居酒屋チェー

売り上げは上がる。福岡に

は

店舗している。その社

た時は７店舗だったが、今

来ました」という感じだっ

そこがいい」と思って来る

お客様は価値で
判断する

ている。

検索したら、レシピばかり

い。

る。食べログにも登録し、
写真をどんどんアップし
た。今うちのホームページ
を毎日見てくれるお客様が
いる。本日だけのおもてな

０円の金券が出てくるのだ

ちの店がオープンした時、

接客する。私は「そこから

％は
日にオー

品作りをする。

人の噂

今はネットに書かれてし

う、と思って来る人は

の店のこの商品を絶対買お

が、知らない方もいる。そ

客様も

５年に１回は自分のとこ

乃屋はしっかりした店長を

ば、あとは何とかなる。竹

店長がしっかりしていれ

ぐ に 火 を つ け る ん だ 」「 じ

で注文をいただいた時、す

れでミーティングして「何

２日遅れの５月

だから、使った時、またク

しかいない。離反もある。

となり、若い従業員２人と

出ていけ」という。お客様

ーポンを渡す。クーポンの

先日、電話がかかってきて

まう。うちも「みそ汁が冷
は前を通り過ぎるだけで店

倍 率 は 影 響 が あ る。「 ま た

ゃあいつしたらいいんです

たかった」と書かれた。そ

プンさせた。今でも忘れな

内に入ってこないので、と

金券が出た」と３日に１回

１人入れ、店長教育だけき

長が「結局、店長だよ」と

いが、オープン時の総菜は

にかくつかまえろと、ドア

ろのマーケットを確認して

か」と突っかかってくる。

言った。

面 談 し た。「 や り た い な ら

むちゃくちゃだった。その

を開けて声をかける。そう

のお客様が紹介で来ている

っちりしている。店長のモ

いろいろな肉屋が見に来た。

投資をするぞ」と言ったら

時に買われたお客様に「あ

「店長、大阪に転勤を命じ

ほしい。すると「こんなと

出ていっている。というこ

「どんなことでもします、

の時はひどかったね」と言

くらいは来る。肉を買うと

のか、それともチラシを見

言われた。毎年、新入社員

切らないと仕方がない」と

業に無理なやつがいるから

ショーケースは手づくりな

したら「絶対に無理です、

東京で業者と打ち合わせを

半でチャレンジした。まず、

をオープン目標に、１か月

ならおいしいだろう、とな

ているお客様が勧めている

商品です」にしている。来

いきのお客様が勧めている

しつけているが、うちは「ひ

店長お勧めと、こちらが押

店内のポップは、普通、

りを立てたら売れた。

なくなったので、またのぼ

売れない。普通の人しか来

と言われた。外したら全く

りがあるから入りにくい」

引くのではなく、５００円

００円の金券で５００円値

すると客単価は上がる。５

くらいに出てくる感じだ。

ると９千円なので、４回目

くれた。

ら喜んで他の人を紹介して

ょっとしたサービスをした

に来ていただいたので、ち

んです」と。最後まで買い

域を、知りたいから、見て

た方はチラシに敏感だ。地

らかになる。引っ越してき

て行こうと思うのか、どち

線も少しのことで変わる。

ころに」が絶対にある。導

さないようにする。

チベーションをとにかく崩

と 言 っ た ら、「 タ イ ミ ン グ

「料理ができる寸前だろう」

％入ってきている

％減っている。新しいお

とは、自分の店のお客様は

ミリオネットに残りたいで

したら「そんなに高い店じ

られて店に行けなくなった

％しかいない。ここ

す」と言われたので、やろ

われる。それでも、コミュ

大体３千円になり、３回来

人は

購買動機は、私はお客様

うと決めたのが３月後半だ

ゃないんだ、松阪牛ののぼ

を入れていたが、どんどん

ので１か月半でできませ

る。

街の変化

に声をかける。私は店をし

ニケーションはできている。

脱落していく。ＩＴは業務

ん」と怒られた。肉の仕入

る。２００円で１％だから

クーポンは

倍にしてい

心理はおもしろい。店の中
で、たまごが切れていたと
か、野菜が切れていたと思

お客様は気まぐれで「あ

い出して買ってくれる。

競合店との競争

お客様も年齢や状
況に変化がある

情報を持っているか、持っ

できる。ただ、それは顧客

かだ。夢を持ってやれば、

ョンである。夢を持たせる

も変わるから、意識して商

お客様でも、その舌や状況

次号に続く。

ていないかだ。

ば、離反をさせないことも

離反の動機を認識すれ

いうやりとりをしている。

従業員のモチベ
ーション

年、

お客様は我々とともに年

齢が上がっていく。

従業員は、辞めたとか、

釣り銭を盗んだとかあるだ

化している。他業種が踏み

年とお付き合いしている

込んできているからだ。う

ろうが、すべてモチベーシ
必ず引越がある。各市町

今、競合店との競争は激

村のホームページで、自分

人口の減少と、
年間 ％の引越
10

がわかりません」と、こう

も多いし、業界も覚えなけ

れも松阪牛はオーケーをと

そして、店員の声がけで、

５％つける。たまると５０

10

店に来るようになる。

ればいけないので難しい。

とにかく表に出る。普通の

10

以上のものを買う。人間の

普通の人間でできるものを

れたが、それ以外は全然と

肉屋はショーケース越しで

20

ポイントの倍率

用意し、受け皿にできない

れていない状況で、とにか

10

くかけずり回った。何とか

11

か。また、我々も実践が無

10

％

た動機がある。ＩＴ企業を

日

が、使った後は来なくなる。

40

った。それから、５月

お客様に声をか
ける

10

商品、サービス、
プロモーション

出てきたが、今は検索する

大井 啓伊 氏（株式会社ミリオネット代表取締役）

だけで、うちの店が出てく

地方における
顧客の集め方

しているが、責任者から「営

10

17

かったので、やってみたい

15
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中村 光一朗

洋菓子講習
日本菓子専門学校

ケーク ショコラ クランベリー
㎜カドル １台分

ｇ

ｇ

ｇ

全卵………………１６０ｇ

Ｂ．パータ

さに散らす。

カドル内側に①を均一な厚

ｇ

…………１３０ｇ

ブラックチョコレート

バニラオイル…………１ｇ

グラニュー糖…………

ブラウニー

ｇ

②鉄板にカドルを載せて、

３３０㎜×１３０㎜×
Ａ．クランブル
バター…………………
グラニュー糖…………
薄力粉…………………
粉末アーモンド………

ｇ

アーモンド（ロースト刻み）
………………
食塩……………………１ｇ
①全ての材料を冷凍庫で冷
ｇ

ペカンナッツ（刻み）…

ｇ

で ℃まで加熱し撹拌する。

ニラオイルを混ぜて、湯煎

②全卵、グラニュー糖、バ

ウニーのバリエーションを

め合わせにと、今回はブラ

菓子としてゼリー等との詰

℃まで加

③ブラックチョコレート、
メリカの家庭で良く使用さ

提案させて頂きました。ア

バターを湯煎で

れるペカンナッツとクラン

⑤④にローストして刻んだ

った物を加え混ぜ合わせる。

ダー、Ｂ・Ｐを混ぜてふる

レーバーではレモン・抹茶

を使用しています。他のフ

「 彩 味（ い ろ あ じ ）」 の 苺

チョコレート以外に明治

チョコレートはブラック

ベリーを使って、ブラウニ

熱して溶かし②に加えて混

ペカンナッツ、彩味（苺チ

があり、焼菓子に入れると

合する。

ョ コ レ ー ト ）、 ① の ク ラ ン

味の良いアクセントになる

ー感を出しました。

ベリーを加え混ぜ、シュト

と思います。

④③に薄力粉、ココアパウ

ロイゼルの入っているカド

今回は苺とクランベリー

ルの中に流し入れる。上面
に刻んだペカンナッツを散

思います。

バリエーションを出せると

大納言の組み合わせなどで

と柑橘系のピールや抹茶と

で製作しましたが、レモン
～

らし、１７０℃のコンベク
ションオーブンで約

明治

①ドライクランベリーとキ

ｇ

彩味（苺チョコレー

バター…………………

み）……………………

薄力粉…………………

ｇ

やしておき、フードプロセ

分間焼成する。

ッサーでソボロ状になるま
ルシュバッサーを混ぜ、耐

ト）……………………

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

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

ｇ

ｇ

ココアパウダー………

まとめ

で撹拌してから容器に出

30

これからの時期にギフト

熱容器に入れて電子レンジ

ドライクランベリー…

で加熱し冷ましておく。

キルシュバッサー……

45

ｇ

Ｂ・Ｐ…………………１ｇ

40

ｇ

し、刻んだアーモンドロー

30

40

ストを混ぜ合わせ冷蔵する。 ペカンナッツ（ロースト刻

25

90
20 75 75

ケーク ショコラ クランベリー
40
15 50 40

55 55 55 55
20
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