賞の審査に消費者も参加

イベントとして、時代とと

業界と消費者をつなぐ一大

会議では「菓子博は菓子

消費者等審査の対象品目数

わたって全品目を審査し、

た。専門家が先ず６項目に

わっていただくことにし

の消費者等にも審査員に加

の通り。

された。具体的な内容は次

やすいようにした」と説明

目を姿と味に絞り、審査し

の消費者等審査は、審査項

⑴専門家審査

３、審査項目及び評価

６グループとする。

べい、飴菓子、半生菓子の

菓子、洋菓子、米菓、せん

審査品目グループは、和

２、審査品目グループ

が委嘱する。

要請し、菓子博実行委員会

を事前に公募又は適任者に

審査チーム当たり３～５名

コミ、消費者）委員は、１

⑵消費者等（有識者、マス

が委嘱する。

程度、その他は２～５名）

に従って、食欲催起の観点

①姿：審査員が自己の感覚

⑵消費者等審査

するものとする。

査員はこれを参照の上評価

ールポイントを記述し、審

査申込み者が申込書にアピ

※⑤及び⑥については、審

地域の名産品としての評価

⑥地域性：地域の特色表現、

る品質・衛生管理

⑤衛生：菓子の製造におけ

菓子とのつり合い

位・美醜、包装及び容器と

④品格：包装及び容器の品

か

化を海外にアピールできる

③国際性：我が国の菓子文

香り全体の調和

香りの強弱・香料の良否、

味 も 含 む ）、 香 り の 性 質、

て、交付された機関賞を審

ごとの審査対象品数に応じ

員長は、審査品目グループ

⑴審査委員長及び副審査委

５、賞の決定

高かったものから選定する。

専門家審査の平均評価点の

審査対象点数の上位２割を

審査品目グループごとに

の決定

⑶消費者等審査の対象品目

出する。

項目毎の内訳を含む）を算

る評価点の平均点（各審査

②審査品毎の各審査員によ

する。

対象品数を各審査員が審査

①審査チームの当日の審査

を実施するものとする。

家又は消費者等による審査

以下の方法により、専門

定

もに定着してきているが、

を上位２割に絞る。その後

味の濃淡、味全体の調和（後

それに伴い菓子博における

体等の推薦を受け菓子博実

品目グループごとに全国団

⑴専門家委員は、２の審査

らのつり合い）製菓の独創

硬度・粘度・膨度及びこれ

（かたちの良否、菓子固有の

調和・気品、製菓技術の巧拙

着色の美醜、色とかたちの

①姿：配色・濃淡・光沢・

４、具体的な審査方法

味を評価する。

の味覚に従って当該菓子の

②美味しさ：審査員が自己

しない。

なお、包装は審査の対象と

などの見映えを評価する。

から当該菓子の形状、色彩

との機関賞の受賞品を決定

られた審査品目グループご

ものから順次、⑴で割り振

点を加算し、評価点の高い

価点に消費者等審査の評価

出展品を、専門家審査の評

⑵消費者等審査に付された

振る。

査品目グループごとに割り

場者の投票による賞を創設する。

機関賞が決定される。また、工芸菓子も従前の専門家審査による賞とは別に、来

る。先ず専門家審査を行い、上位２割に絞り、消費者等審査を行いその合計点で

大幅な簡素化並びに専門家審査項目の見直しと消費者等審査項目の新設等であ

審査専門家以外の消費者等が参加すること、及びそれに合わせて審査品目区分の

審査方法で審査を行うことが承認された。従前より、大きく変更された部分は、

査方法の見直しを行ってきたが、６月６日、同協議会が開催され、別項のような

全国菓子大博覧会協議会（会長大窪幹夫氏）では、これまで、菓子博の賞の審

工芸菓子は入場者投票も実施

各賞に対する消費者等の関

一般菓子の審査は、専門

性、菓子と菓銘のつり合い

⑴審査対象品目

心も高まってきている。そ

家による審査と消費者等に

行委員会（出品数に応じ、

②美味しさ：甘味の性質、

れまで専門家だけで行って
いた審査に消費者等の観点

全国菓子大博覧会における各賞の
審査方法見直しについて（要旨）

も加え、より透明性を高め

名

のような状況を考慮し、こ

て行うことが信頼される菓

よる審査に区分して行う。

和菓子、洋菓子は

◎一般菓子

子博の在り方ではないか、

１、審査委員の選任・委嘱等

～

との共通認識のもと、一般

15

バター６千㌧ 追加輸入を実施

年度の輸入量１万２

合わせ、１万３千㌧となり、

消費者等審査は専門家審査

する全出展品を対象とし、

専門家審査は審査を希望

った出展品には大会賞であ

⑶消費者等審査の対象とな

ー需要期における安定的な

このほどは、年末のバタ

○脱脂粉乳・２千㌧（生乳

算７４，０４０㌧）

○バター・６千㌧（生乳換

◎追加輸入数量

産業振興機構が入札実施

○６月、独立行政法人農畜

◎スケジュール

る。

とする。

ンプル、写真も可）を対象

た出展品（実際の展示はサ

により評価点が上位であっ

でに該当したものは大会賞

審査の評価点の上位４割ま

なかった出展品は、専門家

る優秀金菓賞を授与。なら

する。

需給に影響が生じないよう

平成

最近の状況及び今後の見通

供給、夏の気象状況等によ

千８百㌧とほぼ同水準とな

し等を踏まえ、バター及び

ることとした。

脱脂粉乳の安定的な供給を

換算１２，９６０㌧）

脱脂粉乳２千㌧について

門家による審査と菓子博の

の授与は、従前どおりの専

１、工芸菓子の審査及び賞

◎工芸菓子

⑵審査方法及び評価点の決

３、工芸菓子の入場者投票

する。

門家による審査により決定

賞の授与は、従前どおり専

である、金菓賞を授与。

千㌧、脱脂粉乳２千㌧の輸

より、加糖れん乳を製造す

トアクセス分（７千㌧）と

のバター輸入量は、カレン

千㌧多く、また平成

10

ただし、バター２千㌧、

国内需要者へ供給

は、国内の需給状況を踏ま

による上位３作品に対して

月末までに順次輸入、
る生産減の可能性等を考慮

○加糖れん乳・５百㌧（生

えて、独立行政法人農畜産

は、「 感 動 大 賞 」 の １ ～ ３

年度のバターの期
首在庫（２万２千㌧）は、

入場者の投票による審査を

席として賞状を授与する。

る乳製品工場が一時操業を

平成

昨年度の期首在庫よりも４

別建てで行う。
停止したことから、今後の

また、熊本地震の影響に

することとした。

業振興機構からの国内需要

２、工芸菓子に対する機関

○

確保するため、追加輸入を

乳換算３，３４５㌧）
年度のバター及び

し、独立行政法人農畜産業
平成

日付けで国

脱脂粉乳の輸入について
は、本年１月

年度

者への供給時期を決定する。
入（カレントアクセス輸入）

28
を行うことを公表したとこ

際約束に基づき、バター７

脱脂粉乳の追加輸入を実施

振興機構によるバター及び

ろ。

27

実施すると公表した。

農林水産省は生乳生産の

加糖れん乳の輸入を実施す

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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28
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ける情報提供の在り方懇談

のインターネット販売にお

供の促進を図るため「食品

ネット販売における情報提

消費者庁では、インター

を実現するため、食品表示

者の食品選択の機会の確保

摂取する際、安全性と消費

し食品表示法では、食品を

することができない。しか

者は手に取り、表示を確認

が遠隔地にある場合、消費

進め方は、インターネッ

いる。

進のための方策等となって

提供の方法、情報提供の促

な情報の内容、必要な情報

情報に関する事項で、必要

インターネット販売に係る

同懇談会の検討項目は、

今後も成長が見込まれる。

栗の餡を自社で製造し、寒

の名産です。栗ようかんは

る栗かのこで小布施の地方

栗と砂糖だけで作られてい

おります。主な取扱商品は、

売・卸をさせていただいて

でして、栗菓子の製造・販

通常は栗菓子が全てベース

造・販売・卸をしています。

郡小布施町で、栗菓子の製

私ども、長野県の上高井

年秋頃を目途に取り

必要な情報内容を聴取し、

んでした。２００３年から

くなるページではありませ

れず、見てもそんなに欲し

のページで、商品は余り売

が出始めたころで、形だけ

だ、さほどインターネット

１年から開設し、当時はま

ホームページは、２００

す。

子、餡蜜も販売しておりま

います。栗ごはんや焼き菓

は次の通り。

し、現状を説明した。要旨

式会社栗庵風味堂）が参加

製造業では、大窪経之氏（株

グが行われたが、中小菓子

ットカードの決済など、も

現在のページは、クレジ

するようになりました。

いたので、その広告も追加

形、当時クレープ屋もして

をお客様の方で提供できる

ット限定の商品や、のし紙

せるようになりました。ネ

ものがあるかと、細かく載

するようになり、どういう

品をトップページ等に掲載

２００６年からやっと商

んでした。

しているものではありませ

体を大きくクローズアップ

ている状態で、まだ商品自

すが、こういうものがつい

ったというのがあったので

か、今まで何人お越しにな

一応ＪＡＮコードまで載せ

Ｎコード。業者様向けにも

重量、内容量、外寸、ＪＡ

き菓子の商品なのですが、

表示は「初栗」という焼

す。

すぐわかるようにしていま

ただくとどういう商品か、

で、ホームページを見てい

召し上がってもらえるもの

電子レンジで簡単に温めて

のかと、レトルトパックで、

はんのＣＭは、どういうも

と伝わりやすいので、栗ご

いう商品かは、動画がある

も掲載しております。どう

し、地元で流しているＣＭ

近年では動画等もアップ

は原材料名、包装形態等、

報が載せてあります。下に

品説明があり、全て同じ情

この「初栗」を開くと、商

若干違います。同じ商品の

なのですが、表示の仕方が

ます。基本的な内容は一緒

また。携帯サイトもあり

も載せております。

す。詰め合わせにしたもの

だけると思い、載せていま

通販も安心して買っていた

ういう情報が載っていると

気にする方が多いので、こ

ます。昨今、糖分や脂質を

く、すんなり見ていただけ

がお客様もお問い合わせな

をしています。載せたほう

懇談会では、数回に分け

まとめを行う。

て、様々な事業者ヒアリン

ったが、購入時に食品自体

実した食品表示制度が始ま

表示内容の量・質ともに充

に食品表示法が施行され、

年４月１日

容器包装入りの食品につ

で自社製造品とＯ

購入したい」と。

ていればそちらで

の店舗で販売され

しまうので、身近

「送料がかかって

きたいのですが

トで買っていただ

います。できれば通販サイ

場所のお尋ねが多くなって

で買えますかなど、買える

いるのですが、都内のどこ

昨今は県外にも卸させては

みの販売を目指しており、

が、近年急成長しており、

態で、インターネット販売

食品自体が遠隔地にある業

ましいとされる。購入時、

費者に提供されることが望

りませんよ」とお客様にお

で、消費期限はこれしかあ

「製造した日がこの日なの

日間」と書かせています。

でした。今は「製造日より

日」としか書いていません

回答・以前、消費期限は「何

苦情はあるか。

のような消費期限に関する

「あと何日もないのでは」

実際に手元に届いた時では

示されている消費期限と、

そうした場合、ネット上で

短いものがあると思うが、

質問・商品によっては足の

ります。

い合わせいただく場合もあ

ット販売を活用するために

消費者からは、インターネ

通じて食品を購入している

取する。インターネットを

係る取組状況や課題等を聴

ほかの和菓子屋さんたちは

進めているのか。その場合、

るのか、風味堂さん独自で

言わないが、合意をしてい

し、何らかの協定とまでは

インターネット販売に関

町として組合のような形で

ている印象を持っている。

んにあり、町中で売り出し

菓子は地元に店舗がたくさ

質問・小布施の栗関係の和

目安として入れています。

いな」と思う方もいます。

キロもあるとちょっと重た

ています。例えば「１・６

多いので、サイズも記載し

小さいものだとね」などが

上げたいのだけれども余り

のくらいですか。人に差し

００年以上前から販売して

ウで、栗の香りがすると１

ですが、主原料が赤エンド

落雁は栗が入っていないの

天で練り上げたものです。

が小布施だと思います。

していく形で行っているの

吸収し、悪いところは改善

切磋琢磨し、いいところは

ライバルではないですが、

います。協定はないですね。

よ」という話はたまにして

ミ表示をうちは入れている

は「表示の話題で、コンタ

きません。仲がいい社長と

ターネットの表示まではい

ぐらいです。なかなかイン

条例を改善しようかという

っと町の中のちょっとした

こまで進んでいません。や

協会もありますが、まだそ

会社です。菓子組合や観光

り、弊社は４番目ぐらいの

軒ぐらい栗菓子屋さんはあ

回答・大小合わせて大体

ているのか。

は何人お越しになったと

ウントが付いており、今日

になり、昔、よく下にアカ

形にしました。動画が主流

オールフラッシュで見せる

思う。栄養成分表示の単位

ように商品に書いてあると

が、１食分、１個分という

ワンポーションというのだ

品ではないのでは。通常、

と、必ずしも１００ｇの商

いるようだが、商品を見る

０ｇ単位に統一して書いて

質問・栄養成分表示が１０

も実情です。

方が多くなってきているの

買うものも多い。そういう

で見て、インターネットで

うかなと思ったら、実店舗

ね。よく、この商品を買お

で買われるのも多いです

くなるものがあり、そちら

の場合、送料がちょっと安

ます。ただ、アマゾンさん

回答・さほど無いと思われ

わせはありますか。

で、お客様からのお問い合

「会社概要」「お問合わせ」

ご案内」
「本店」
「軽井沢店」

て栗菓子の一覧と「通販の

ップページは、大きく分け

ろもろ掲載しています。ト

てもらい、そこから３回ほ

回限り、１５０万でつくっ

回答・

っているのか。

がかかると思う。負担にな

料情報など入力される手間

質問・ホームページの原材

０ｇで掲載しています。

もあり、計算しやすい１０

てもいいのか、という考え

が、単品のものだけ掲載し

１のカロリーで済みます

個

ｇだと、単純に３分の

います。例えば内容量は１

材を変えていこうと思って

でしたか、その間には、包

で、猶予はあと４年ぐらい

まだ掲載していない状態

ですが、今のところ各商品

回答・お問い合わせは無い

い合わせはあるか。

について、消費者からの問

と賞味期限、保存方法、お

包装形態、アレルギー情報

のほうに単品の原材料名、

が無いものもあり、一番下

ています。この商品は包装

さんやグーグルさんの検索

記事として出すと、ヤフー

クのページの記事を、最新

の下のほうにフェイスブッ

ようにしています。ＰＣ版

のの表示を、同じにできる

ェイスブックで記載したも

もページを持っており、フ

の更新はフェイスブックで

ようにしています。新情報

ものをすぐ更新してもらう

には、こちらから提案した

結んでいます。ウエブ会社

新しても同じという契約を

て支払うことで、月何回更

売り上げのマージンに応じ

は、基本料金が幾らあって、

くなってしまうので、現状

そうするとレスポンスが遅

のを繰り返してきました。

かけてページを作るという

ど、同じような形で数百万

ます。

も販売させていただいてい

す。現状、アマゾンさんで

見られる形で販売していま

同じものが携帯サイトでも

まで入力を間違えたことは

質問・情報のアップで、今

するものがあります。

所と、自社スタッフが更新

ように、プロが更新する場

更新してもらいます。この

たとき、データ渡してすぐ

ッケージング、写真を変え

料が何か変わったときやパ

フが書いているのは、原材

くなります。自社のスタッ

エンジンに引っかかりやす

ですが、変えてはいます。

っているものは、忘れがち

てあり、通常同じように売

ームページ上、常時掲載し

表示は最初にしますが、ホ

す。パッケージの裏の一括

忘れがちにはなっていま

だ変えてないではないかと

法律が変わったときに、ま

て、言われはしないけど、

回答・大きな間違えはなく

あったか。

株式会社栗庵風味堂の説明より

質 問・「 お 問 合 わ せ 」 と い

ＥＭで作っている

伝えると、大体納得しても

どういう状況で、取り組ま

質問・情報量が少ないこと

中小菓子製造業の現状を説明

うコーナーに大体どんな問

商品とあります。

らえます。あとは「箱の形

れているのか。地域全体と

届け状態、食品成分の表示

会」を開催し、消費者に必

基準を定め、食品関連事業

トを通じ、食品を販売して

い合わせが多いのか。

ＯＥＭのものは、

態、包装はどうなっている

しての取り組みがどうなっ

質疑応答

35

10

いては、平成

大窪氏・弊社は長野県内の

まだ全てアレルギ

の で す か 」「 重 さ は ど の く

また、現在、弊社

ーやカロリー表示

ら い で す か 」「 サ イ ズ は ど

年前は、業者に１
ができていないも

を掲載しています。

要な情報の内容及び提供方

者等に表示義務を課してい

いる事業者から情報提供に

平成

法、事業者に実行可能性の

る。従って、食品に表示さ

食品のインターネット販売に

ある情報提供の促進のため

れている情報が購入時、消

おける情報提供の在り方懇談会

の方策を検討している。

28

のがあるので、問
初栗

15

80

27

平成28年６月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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滋賀県菓子
工業組合

周年を迎える

事業第一弾近江神宮献菓献煎茶祭

が蒲生野に国見の折に地元

煎茶祭の起源は、天智天皇

周

当組合は一年を通し、業

茶祭が行われております。

伝えにもとづき、献菓献煎

耗品による共同購

度は、原材料や消

と、平成二十七年

事業報告による

子大博覧会が開催される

民より奉献された郁子（む

入を実施し、組合

岩手県菓子工業組合定期総会

周年事業と並行しな

べ）の実をご賞味された伝
年事業を展開していきます。

中、
がら菓子博覧会の準備を進

説、そして郁子の実の果肉

界のＰＲ活動を中心に

めるという、大変忙しい１
年になりそうです。理事長

事業の拡充に努め

日に工業組合に組織
滋賀県菓子工業組合広報

２月
を加工したものが「ういろ

日に第

う」の起源となったという

年５月
始め役員が一致団結して事

平成

業を遂行し、少しでも組合

は平成二十九年春

開催した。今年度

技術講習会を二回

協力により、菓子

たほか、中央会の

変更され滋賀県菓子工業組

平成二十八年度総会を開催

•••••••••••••••••••

担当・小南利光

合として発足されました。

周年事業第一弾

いと考えております。
先ず

て「近江神宮献菓献煎茶祭」

皇がまつられる近江神宮に

り、大船渡温泉を会場に開

十日、気仙支部の担当によ

八年度総会は、去る五月三

藤俊明理事長）の平成二十

岩手県菓子工業組合（齊

しい菓子博となる見込みで

新たな審査方法となり、新

の菓子博より、各種褒賞は、

齊藤俊明理事長は「今回

積極的な予算が編成された。

２０１７」の事業も控え、

控えた「お伊勢さん菓子博

充実し、組合加入のメリッ

合を通じた各種共同購入を

参加頂きたい。特にも、組

岩手県菓子工業組合・小

極的に取り組む意向である。

応えるよう、各種事業に積

の多様なニーズに

図り、組合員皆様

じ、財務の改善を

共同購入事業を通

業を進めるほか、

に、更なる準備作

の三重菓子博を前

が開催されます。その祭事

催され、平成二十七年度の

ある。菓子博協賛会を組織

トが実感出来るよう取り組

積極的に各種事業を展開

の采女さんを一般から募集

決算のほか、岩菓工だより

せずに、岩手県組合が一丸

会期中、会場にはおよそ２，

ついて発信した。４日間の

菓子の文化と羊羹の魅力に

廣榮堂を含めた全国の和菓

めての海外開催となった。

開催されてきたが、今回初

０年から過去７回、国内で

羊羹コレクションは２０１

ランス・パリで開催された。

ョンｉｎ

Ｐａｒｉｓがフ

ちまたに近江神宮献菓献

の食感などの対比を楽しん

側の食感となめらかな中身

羹の甘み、かりっとした外

客様はフルーツの酸味と羊

なくなるほどの人気で、お

ては用意した試食がすぐに

「果音（カノン）」につい

の発信に臨んだ。

の「ＹＯＫＡＮ」ブランド

古式羊羹」とともにパリで

た伝統的な棹物羊羹「備前

小豆と作州黒大豆を使用し

を開発。岡山県産の備中白

択した。今年度は、来春に

リで仲を深めた

は、事前の実行委員会やパ

じて得られた大きな財産

今回、初の海外開催を通

じた。

和菓子の潜在的な需要を感

さ控えめであっさりとした

販売は行わなかったが、甘

念ながら試食の提供のみで

の発信」がテーマであり残

うに思えた。今回は「文化

して捉える豊かさがあるよ

モノではなく文化の一環と

高い人が、和菓子を単なる

では食や生活を楽しむ教養

てゆく。皆様にも積極的に

川浪真代（㈱村岡屋）

会長賞

▽福岡市技能職団体連合会

◎四季の創作和菓子

受賞者。敬称略。

菓子と工芸菓子コンテスト

ップアップの面でも有効な

育成の面でも、各社のステ

は、若手の和菓子屋人材の

とつの企画に取り組むこと

じる。会社の枠を越えてひ

んで参りたい」と挨拶した。

舗）

松尾潤二（㈱五十二萬石本

支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支社

白井誠一（兎月）

賞

Ｐａｒｉｓを通じて、和菓

た。羊羹コレクションｉｎ

気づきに満ちたものであっ

今後の社業に生かす多くの

手段であり、今回の経験を

▽福岡市菓子協同組合

田中好治（㈲左衛門）

事長賞

▽福岡県菓子工業組合

菓子のコンテスト受賞者。

株式会社廣榮堂代表取締

を強く感じることができた。

子屋の未来に向けた拡がり

代天智天

をかけ、業界の伝統文化を

の発行、組合員共同購入の

となって、菓子博に対応し

映画「ちはやふる」で撮影

広めると共に一般の方々と

拡充などを盛り込んだ平成

舞台となった第

の接点を増やし業界のＰＲ

二十八年度の事業計画を採

３００名のお客様がいらっ

でいるようだった。商品の

子屋とのつながりである。

沢仁

を図る目的で実施いたしま

し ゃ り、 各 社 の 提 供 す る

外観としても色鮮やかなド

１社単独での企画ではな

す。

様々な羊羹についての食べ

ライフルーツを散りばめた

Ｐａｒｉｓ

日にかけて、羊羹コレクシ

子屋

社がパリに赴き、和

社の和菓

佐藤理子（㈱五十二萬石本

支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支社

中村雄二（㈱ひよ子）

•••••••••••••••••••••••••••••

第 回西日本食品産業創造展

コンテスト受賞者発表

舗）

だくことができた。また「備

市民に親近感を覚えていた

を流し、知恵を出し合った

いう共通目標に向かって汗

向けて羊羹を発信する」と

く、同業の

山中聖太（㈲左衛門）

長賞

▽福岡市菓子協同組合理事

藤村賢造（山月堂）

長賞

▽福岡県菓子工業組合理事

賞

▽福岡市食品衛生協会会長

◎工芸菓子

西岡隆利（㈱ひよ子）

長 池 博（ ㈱ 石 村 萬 盛 堂 ）、

▽博多マイスター賞

西村嘉孝（お多福餅本舗）

支社長賞

▽日刊工業新聞社西部支社

中村屋）

中村太一（ひですけ餅本舗

事長賞

▽福岡市食品衛生協会会長

弊社では羊羹コレクショ

前古式羊羹」については、

ことが羊羹コレクションの

工芸菓子・四季の創作和

福岡菓業青年連合会の焼

理

ンのパリでの開催に向けて

竹の皮に包まれた伝統的な

成功に大きく寄与したと感

理

職人と話し合い、円形の白

商品パッケージがお客様の

11

in

株式会社廣榮堂
日～

17

羊羹コレク シ ョ ン

２０１６年３月

羊羹コレクション in Paris

役社長・武田浩一

比べを楽しんだり、製法や

ことで色彩感覚豊かなパリ

い羊羹の上に５種類のドラ

目を惹いていた。フランス

大変な賑わいをみせた。

イフルーツをあしらった新

社が「世界に

26

作 羊 羹「 果 音（ カ ノ ン ）」

11

11

され

周年、そして

様方に感謝申し上げます。
本年度は
来年４月には三重県での菓

手
岩

前進の滋賀県菓子商工業
年７月
年

‼

の式典も同日開催されます。 員の方々、そして先人の皆

協同組合が昭和
日に法人登記され昭和

50

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

近江神宮献菓献煎茶祭

50

素材について質問したりと

38

19

42

29

展するよう頑張って行きた

回通常総会を開催します。

50

滋賀県菓子工業組合が設立

14

員の方々、そして業界が発

50

50
50
まずは歴代の理事長始め役

31

周年を迎え、内輪で

28

賀
滋
50

20

山
岡
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（３） 平成28年６月15日

取締役）を講師に迎え、「小豆餡はメジ

全菓連では、全国組合幹部研修会で黒川光晴氏（株
式会社虎屋
ャーになるのか」をテーマに講演を行いました。聞き
手は本紙でもおなじみの尾関勇氏（株式会社アンゼン
・パックス代表取締役社長）にお願いしました。

小豆文化を世界に

その①
工芸菓子「花車」

治天皇にお供して東京にも

創業し、明治維新の折、明

屋は室町時代後期に京都で

っしゃると思いますが、虎

ります。ご存じの方もいら

たことが始まりと聞いてお

一緒に展示させていただい

対しても興味を持っていた

子に対する文化的な背景に

とだとか、それぞれのお菓

い」と言っていただいたこ

たようです。皆様に「美し

の方に大変ご好評いただい

の甲斐もありまして、現地

いう話なのですが、ただそ

黒川：とても大変だったと

す。パリは１区から

ぎりぎりのところにありま

黒川：パリの１区と８区の

が並ぶところですね。

本店とかブランドショップ

ところで、エルメスさんの

りからちょっとだけ入った

尾関：有名なサントノレ通

ます。

ドレーヌ寺院の間にござい

でしょうか？

相当歴史的な建物になるの

ばかりですが、このビルも

代から造られているところ

造物が多く、ナポレオン時

尾関：パリは古い歴史的建

だったろうと思います。

好条件の物件なので、大変

黒川：なかなかの好立地・

たり、食文化に対する興味

それは都市の計画性であっ

も近しく感じたようです。

とが、虎屋さんのパリ進出

の評判が非常に良かったこ

す。そのインターサックで

尾関：ありがとうございま

ます。

でして、祖父としてはいろ

のはお菓子の神様という話

が、「 サ ン ト ノ レ 」 と い う

ということになるのです

のちょうど頭の辺りにある

ちで区画がされていて、そ

までぐるぐるっと回るかた

にはあるというふうに思っ

ではあり、とても良い位置

かも店を構えるような場所

かの高級なブランドさんと

お話ありましたように、ほ

り、先ほど尾関さんからも

周りには大使館であった

けではないですけれども、

的に有名だと聞いているわ

パリに出店した虎屋

出店しました。祖父は、わ

だいた、などと聞いており

だったり。パリは非常に京

のきっかけになられたので

いろ感じるものがあってこ

てます。喫茶と物販の二手

黒川：このビル自体が歴史

れわれのルーツである京都

都と似ているものがあると

すね。

こがいいと決めたのだと思

に分かれており、ご覧いた

何区

の街とパリの街並みがとて

語っていたと聞いています。

黒川：こちら（当日投影写

っております。

だいておわかりのように、

担当。現在は株式会社虎屋

９８０年、まず、そもそも

尾関：工芸菓子で出された

真）にございますのが、一

尾関：しかし、銀座のど真

の取締役をされております。

なぜにパリに進出したの

のですか？

番初めにオープンをしたと

ん中に出るようなものです

尾関：今回は皆様も良くご

か。当時これが虎屋初の海

黒川：工芸菓子と聞いてお

きの店になります。当時の

存じの、株式会社虎屋様で、

ャーになるのか」について、

外出店だったわけですけれ

個の

れんを掛けている様子でし

０８年に米国の大学を卒
のが良いかなと思います。

心にお話しさせていただく

僭越ながらパリでの話を中

業、同年に虎屋に入社され、

だきたいと思います。２０

黒川：私はアメリカ等で勉

質疑応答にさせていただき

ども、先代の

ピースを全部飛行機の機内

本年春に取締役にご就任さ

と思っています。また、羊

たいと思います。

自分の祖父が、パリに出店

に手持ちで持って行ったそ

強してきたのですが、学生

羹コレクションについて。

黒川：そもそも「小豆餡は

しようと決めました。現地

時代から休みのときには製

これは私どもも事務局とし

メジャーになるのか」とい

で今も続けられています国

れた黒川さんに、世界に進

て参加し、２０１０年から

うことについて、虎屋にも、

出する和菓子ということで

有志で続いています。今ま

日本国内だけではなく海外

造現場に入りお菓子をずっ

では百貨店、三越伊勢丹グ

「小豆餡がメジャーになる

黒川：１９８０年にスター

ループを中心に催事を開催

分ほどで「小豆餡がメジ

周年

の反応を見ていただきたい

尾関：黒川さんは、これか

トし、２０１５年に

と作ってきました。本日は、

らやはり世界にも和菓子を

を迎えました。

うです。

のか」をテーマにお話いた

東京工場で菓子製造に従事

もっと広めていかなければ

際展示見本市、インターサ

年になるのでしょうか？

をすごく大切にしていたよ

うに撮る、ということなど

た場合でもきれいに写るよ

でさえ、モノクロにしてみ

も、彩りが綺麗な秋の情景

大切で、写真を撮るにして

り陰影というものがとても

ないのですけれども、やは

るので直接聞いたわけでは

新のニュースと、海外の方

リ店について、食の都の最

ですが、よくよく見ていた

からはちょっと見にくいの

黒川：画面（当日投影写真）

か？

では、次の写真に行きます

いうことでございました。

光をテーマにされていたと

日本の美と暗さと明るさと

尾関：陰影を大事にして、

ておりました。

って、それを本にしたりし

１６年３月実施済 。)最後

も予定しております

２
(０

ように、当時の思いとしま

です。店構えからもわかる

ような方式を採っているの

子として作り上げるという

て、現地で菓子として生菓

て、ただ職人が現地に行っ

とかそういうものも送っ

て、ほかの材料、小麦粉だ

本で製造したものを送っ

りました。基本的に餡は日

ままのかたちで出されてお

ているようなものが、その

ちらもすべて日本で販売し

う思いが永くあります。１

発展させていきたいなとい

手前のもうちょっと小さい

黒川：一番奥が竹皮包です。

すよね？

れは棹物の羊羹ではないで

に四角い箱があるのは、こ

しょうか？写真の下のほう

尾関：全方位見れる感じで

なとは思います。

いというか新しかったのか

で見せるというのは、珍し

ガラスケースのようなもの

黒川：確かに、こういった

ですが。

割と珍しいのかなと思うの

もこうだったのですかね？

とともに和菓子を数社様と

ックにて工芸菓子「花車」

いたほうがいいというとこ

まとめてお買い求めいただ

黒川：菓子屋としては２本

真四角なケースでした。

尾関：それまで２本入った

黒川：そうなんですよ。

たのは。

ですものね。あれに変わっ

しまいましたが、つい最近

つになってるのも見慣れて

も、色が５色あって

ト商品でありますけれど

けられた小形羊羹、大ヒッ

ますけど、虎屋さんの手が

尾関：話が脱線してしまい

ジが誕生しました。

を得てこのようなパッケー

ですから、すごいですね。

尾関：それを組み立てたの

黒 川：
『羊羹

すか？

尾関：あと、これはなんで

のかたちになっております。

場所はコンコルド広場とマ

がいるわけですけれども、

て、この辺りに自分の祖父

ではないかと思います。

しになるのは大変だったの

から、結構この物件をお探

映されている感じですね。

ほぼそのままパリの街に反

その頃の虎屋のイメージが

ね。

いる様子が見えます。あと、

ままをパリでもお出しして

すよね？これは当時東京で

たいなものが使われていま

尾関：ジュエリーケースみ

ンスの香水ケースから着想

２本１セットでして、フラ

なっておりますが、当時は

だろうということで、現在

と、１本ずつのほうが良い

お客様の利便性を考えます

たりフランボワーズ

の紙のようなものに入れて

黒川：最初はチョコレート

えます。

填をした羊羹というよりか

だったり、フランス

いました。やはり現地では

は、流し込んだものをチョ

の方に馴染みのある

チョコレートがとても有名

本だけのものですと、なか

定番の味というもの

なので、それにイメージを

なか現地の方も受け入れて

を羊羹の形にして落

合わせたものと思います。

コレートのパーチメントケ

とし込んで、もうち

銀紙など、形態を少々変え

下さらないという思いもあ

巴 里（ よ

ょっと気軽に召し上

ながら進化させていってい

ースみたいなものに入れ

がっていただけるよ

ます。

て？そのような雰囲気に見

うにしたものです。

り、これは現地で職人が作

日本でもしばらく売

尾関：ありがとうございま

次号に続く。

っていたのですが、

に少し工夫も凝らし

す。

う か ん・ ド・ パ リ ）』 と 言

巴里

開店当初はこのよう

っていました。カシスだっ

羊羹

いまして、やはりすべて日

尾関：これは、いわゆる充

です。

てやっていったということ

うです。黒を基調としてお

だくと右のほうに、本当に

しては、何かしらフランス

のが中形の羊羹で、あとさ

ろはありましたが、やはり
黒 川： 趣 味 で は あ り ま す

生菓子もございまして、こ

巴里（ようかん・ド・パリ）

り、店が暗く、少し入りづ

今も変わらず出しておりま

風にするというよりは、日

らに手前にございますのが

が。自分で、パリの街並み

羊羹

らい印象さえ与える様な店

すようなかたちで、羊羹が

本のそのままのかたちを伝

小形羊羹。今は１本包みに

代黒川光朝、

されたと伺っております。

いけないと、業界の中でも

に小豆の文化というものを

ＣＡＦＥを

黒川：はい、この当時より

のときに祖父がよく言って

構えになっております。今

あったり、下の段に小形羊

えられるようにということ

個

２０１０年にはとらやパリ

しており、実は来年パリで

ＴＯＲＡＹＡ

尾関：わりと、今からする
２回改装しております。こ

日本の「美」をそのまま伝える

年代の感

の虎屋でもちょっと言える

羹と中形羊羹、あと竹皮包

で、始めたということです。

本ず

ことかなと思いますけど。

の羊羹が置いてあります。

や京都の街並みを撮ってい

de

ときらびやかな
じの内装というか。これか
いたのが、といっても自分
が６歳のときに他界してい

尾関：確かお爺さまは写真

日本でお出ししているその

1

16

家でもいらっしゃいました

35

りまして、皆で

店で勤務され、２０１３年
尾関：今日はその直営のパ

10

動いていらっしゃいます。

30

より復職、社長室に勤務さ

聞き手：株式会社アンゼン・パックス 代表取締役社長 尾関勇 氏

黒川さん、パリ店はもう

株式会社虎屋 取締役 黒川光晴 氏

れ、２０１４年の６月より

小豆餡はメジャーになるのか

de

de

ら２回改装されるわけです
よね。

日本で出しているそのままをパリで販売

35

1

1

80
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組合員の中でも多くの会社
を検討していきたいと思っ

を乗り越える何らかの対策
くらあっても足らないと、

避難所では甘いものはい

な思いをしています。すで

業界のみならずみんな大変

避難生活を強いられ、菓子

いまだ熊本では１万人が

人 の 意 ）」 が 多 い と い わ れ

「 が ま だ し も ん（ 頑 張 る

ます。

全国のニュースでも伝え

主力商品のラインがストッ

什器類の破損などにより、

落や地盤沈下、建物の亀裂、

開を希望する声が寄せら

たくまモンに多くの活動再

頃 か ら、「 自 粛 」 を し て い

ためて「九州は一つ」とい

したし、今回の被災であら

料などの救援物資が届きま

業青年会より大量の水や食

地震の翌日には九州の菓

もまだ続いています。

に１５００回を超えた余震

本！

る熊本です。負けんばい熊

とずつ活気を取り戻してい

が大きな被害をうけました。
とても感謝されました。

ています通り、立て続けに

れ、５月５日の子供の日か

震災から２週間を過ぎた

ています。

熊本最大手の老舗和菓子

先ずは全国の組合様より

２度の震度７の地震に襲わ
プし完全復旧の見通しは立

メーカーの工場は、天井崩

たくさんの義捐金を送って

名行方不明者１
っておりませんが、現在稼
てくまモンが避難所へ訪問

ら「熊本のお菓子」を持っ

う事を実感いたしました。

るところに貼られ、ちょっ

う熊本」のポスターがいた

上の全壊を含み全半壊した

名震災関連死

つ生産を始めています。

しました。

局・野田尚美

熊本県菓子工業組合事務

いただき本当にありがとう
れ、死者

働できるところから少しず

被災した熊本のお菓子屋

心より感謝申し上げます。

建物九千棟という、熊本史

合員数約１２５名の小さな

島根県菓子工業組合は組

ます。また講師陣も日々勉

強をして、すばらしい技術

をより多くの人に学んで頂

ず一般の主婦の方、将来は

す。生徒は業界人とは限ら

ける様に頑張っておりま

回全国菓子大博覧

ける第

す。この学校は国の認定し

特筆すべきものといえま

を沢山習得する様に熱心に

は

っています。今年の入校生

業が始まり、色々な餡を作

術を学ぶことです。現に技

開発コースでより高度な技

の実力を養うことと、技能

に学んでいます。

技術を習得する為に皆熱心

たい等、動機も様々ですが

をして和菓子教室を開催し

体験型の入学の古民家民宿

校は、平成元年の松江に於

実技コース７月開講

島根県菓子技術専門校

•••••••••••••••••••••••••••••

名、千棟以

さんの復興に有効に役立て

組合員から買い上げ、わず
かではありますが組合員の

も、従業員さんの被災によ

組合としてそのお菓子を

上最悪の災害にみまわれ、

またお店は稼働していて

たいと思います。

る人手不足、大きな観光地
お菓子の売上に協力できれ

会の成功を記念して開校し

ばと思いました。

組合ですが、いくつかの誇

ました。

の被災による観光客の激減

その際には遠く仙台から

るべきものがあり、その中

や自粛ムードの行事の中止
など二次的な被害も計り知

で菓子技術専門校の運営は

た訓練校であり、全国でも

講義・実技に励んでいます。

日より授

もお菓子が届き、一緒に避

菓子工業組合員様より集め

数少ない公立の和菓子の専

講師陣は６名（内材料屋２

今年度は５月

難所へ届けました。

ていただいた６５００個の

門校で、創立 年目の現在

震災の２日後には理事長

れません。

めて緊急理事会を開き、ま

お菓子を持って丸山理事長

までの卒業生は２６４名で

から南は長崎まで卒業生が

充実させました。講師の中

講師を４名迎え授業内容を

は学費の安さで、もともと

話を聞きます。特筆すべき

並べ好評を得ているという

習ったお菓子を早速店頭に

日には福岡県

ずは各組合員の被害状況を

ほか３名の理事さんにご来

能開発コース出身の人が、

おり各地で活躍していま

には「選・和菓子職」の輝

組合運営で営利を目的にし

また５月

調査しましたが、まったく

熊いただき、一緒に障がい

年度より現役の

す。昨年は韓国からの入校

かしい称号を持つ者・各老

学校の目標は技能士２級

無傷な組合員はいないもの

名）で、

名ですが皆が講師の技

の、場所による被害の格差

県内はもとより、北は山形

りました。小生は入社以来

舗の工場長が在籍しており

した。

者施設や避難所をまわりま

なった銘店である本家尾張

生があり、帰国後お店を開

上。１４６５年の創業とい

はるか遡る事５５０年以

るのだと思います。今より

り、京都という社会であっ

ザインの考え方であった

老舗の哲学であったり、デ

門さんに懇意にして頂き、

であった故

も蕎麦がふるまわれること

す。お寺の仏事の会式の際

されているジャンルなので

をよそに地元の京都人に愛

水が湧いているという事、

富な地下水、それも良質の

由の一つに京都は今でも豊

上なしの一品なのです。理

薄すぎず佳味なることこの

もおいしく出汁も濃すぎず

として現在の営業形態にな

ると京都御所の御用蕎麦司

期に現在の蕎麦が発明され

としてスタートし、江戸中

りますが当初は菓子屋さん

公式のウェブサイトにもあ

業されている店なのです。

が出来る良心的な価格で営

います。

本物の旦那さんだったと思

ちながら斬新な考えを持つ

都を代表する古い歴史を持

てやまない方なのです。京

られ、私も今でも尊敬をし

京都きっての粋人として知

務局・高島佐枝子

島根県菓子技術専門校事

も受け付けております。

お待ちしております。見学

内容を知りたい方は連絡を

で、入校希望の方・詳しい

は７月から始まりますの

しております。実技コース

に入校されることをお待ち

も多くの方が技術を磨く為

子技術専門校に是非一人で

れども理想は高い島根県菓

なのです。バリヤは低くさ

師なので、この運営が可能

講師陣は使命感に燃えた講

ていないからです。その上

いているようです。この学

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

今後組合としてこの状況

が大きい印象でした。

15

代稲岡傳左衛

24

14

が集まれるだけの理事を集

21

根
島

年にわたり先代のご当主

う日本を代表する老舗であ

屋さんがあるという事があ

り、今なお毎日おいしい蕎

たり、何よりも菓子屋さん

代後半にこの事を

知り大変勉強になりまし

麦を打たれ、それも一般人

てから

名な地であることを皆さん

た。更に驚いたのは、二八

京都が意外にも蕎麦の有

はご存知でしょうか。市内

と蕎麦屋さんは元は同じ商
売であった歴史の奥深さを

が多いと聞きます。代々江

そして何よりもその代表店

教えて頂きました。故人は

戸っ子の小生にとって蕎麦

として全国の尾張屋の元と

京都府 本家尾張屋様

は江戸が一番と思い込んで

目当てに来る観光客の喧騒

そりと暖簾を掲げ、京料理

が昼食に毎日でも行くこと

15

20

いたので、現在の職に就い

島根県菓子技術専門校

くまモンとともに障がい者支援センター等訪問

尾関 勇

蕎麦が主流なのですがとて

【3】

19

23

20

49

ですが、街には「頑張ろ

ございます。

～負けんばい熊本！九州は一つ！～

２０１６熊本地震

本
熊
には数多くの蕎麦店がひっ

20
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松本の

野

お土産をめざす

新 し い
お菓子の

は、松本らしい新たなお菓

長野県松本菓子組合で

シピを市内菓子店で共有し

ーツ」として認定～そのレ

選出したものを「松本スイ

松本スイーツ

子の創造を目指す「松本ス
販売していこうというのが

なおみやげを目指し、また

イーツ」開発・普及事業に

松本市は国宝松本城、旧
それを目当てに松本に訪れ

この事業です。松本の新た

開智学校などの文化財、ま
る人が出るような松本ブラ

さて、事業スタートは昨

ンドに育てていくことを目

年 春。「 あ な た の 考 え る 松

た景勝地として美ヶ原高

れる方が多い一方、松本な

原、上高地等、観光資源の

らではのお菓子として確立
本らしいお菓子『松本スイ

指しています。

されたものがなく、各社各
ーツ』のレシピを送って！」

そこで松本らしいお菓子

主要審査員

名による講評（トークショー）

グランプリ「蕎麦と焼き林檎のまつもとプリン」

準グランプリ「松本城シュークリーム」

において、お披露目並びに、

有名ショッピングセンター

６作品を選出。その後市内

を 行 い、「 松 本 ス イ ー ツ 」

しました。市内にて審査会

の秋本奈緒美氏らをお迎え

氏、女優で松本市観光大使

ャーナリストの平岩理緒

也氏、審査員にスイーツジ

シェフパティシエ、安里哲

●審査委員特別賞

「くるみそパウンドケーキ」

●市民審査委員賞

コロコロクッキー」

「松本１本ねぎ×信州味噌

●松本菓子組合賞

「松本城シュークリーム」

●準グランプリ

とプリン」

「蕎麦と焼き林檎のまつも

試食販売会を開催しました。 「てまりだっくわーず」

れていきます。共通のフラ

店に公開し、販売に力を入

ーツのレシピを市内の販売

めとする多くの団体の皆様

＊１松本市商工観光課を始

州そば粉のビスコッティ～」

「松本ろっく～黒胡麻と信

●審査委員特別賞

ッグやフライヤーを用意

にご協力いただき、実行委

今後は選ばれた松本スイ

し、スランプラリーなどの

員会組織で活動しています。

長・廣田謙一

長野県松本菓子組合組合

販売促進の仕掛けなども行

っていく予定です。

〈松本スイーツ受賞作〉

う。また、菓子博に向けて

審査は、審査委員長にザ

●グランプリ

は全員の力を合わせてやっ

デアも少なくありませんで

い。若い世代のいろいろな

ていきたい。」と挨拶。

子作りに携わる者ではなか

・キャピトルホテル東急の

アイデアをいただき、引っ

表現するなど各作品それぞ

菓 ㈱ ）、 長 谷 川 伸 哉（ ㈲ 京

張って行っていただきた

はの地元の素材を使った

菓 匠 青 木 堂 ）、 林 正 幸（ 向

た。信州みそ、信州そば、

日市鳴海餅（京鳴海篁庵））、

ご挨拶を頂き、今西青年部

内外、プロアマ様々な方々

の事業報告、会計報告、会

い。」と述べられました。

指導委員会副委員長の乾杯

した。

計監査報告が行われ可決承

総会の後、懇親会に移り、

なか考えにくい斬新なアイ

「木」を制作するとなると

三村彰（パティスリーミム

まず初めに熊本での震災に

れ工夫があり、我々日頃菓

さらに膨大な桜の花が必要

ラ）、山梨晃司（都製餡㈱）、

り、色や形で松本らしさを

作成した花びらを乾燥させ

認されました。続いて平成

各氏、計９名の紹介が行わ

年度

ているうちに、茎に子房や

となります。受講生の皆さ

年度の事業計画案及び予

信州りんご等、松本ならで

から
64
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予定で、第１回目を平成

道勤労センターの料理教室

氏（二つ茶屋）と井上正蔵

目標です。講師は小竹睦夫

使用できる作品を作るのが

いきます。特別な材料を使

がく、おしべなどをつけて

んには次回（秋開催予定）

大氏を選任し、平成

にて開催しました。本年度

氏（本髙砂屋）で、受講生

へんな労力がかかりますが

は「桜」を２回に分けて制

いました。そのようにして

作します。神戸市生菓子協

工芸菓子作品の一部として

２回ずつ講習を行い、初年

日に神戸市立六甲

度は初歩的なもの、２年目

年５月

兵庫県菓子工業組合では

会、神戸生菓子経営研究会

お伊勢さん菓子博出展に向けて

組合員の技術向上と若手の
はワイヤーなどを使った松

育成を図るため、平成

大博覧会・三重に出展する

に作られていきます。本物

ひとつひとつが非常に精巧

うわけではありませんが、

となり、来年のお伊勢さん

が出ました。この桜が満開

作ってくることという課題

までに各自１００個の花を

から実行委員会の人事案が

て実行委員長の島田嘉寛氏

菓子大博覧会

承認。その後、第

算案の提案が行われ、可決

青年部と連携していきた

は総評で「菓子博に向けて、

事をお迎えし、横山理事長

来賓には横山長尚代表理

ることは奇跡なのだと思

らない、今こうして居られ

「震災はいつ起こるかわか

その後、関部長の挨拶で

のメンバーが紹介されまし

の島田氏により実行委員会

会の発表が行われ、委員長

途中、三重菓子博実行委員

続いて、横山理事長より

まず、ワイヤーに生地を

と見間違いそうな緻密な作

菓子博に花を添えられるよ

発表され、可決承認され無

三重に向け

は「前回の広島菓子博の作

りました。島田実行委員長

ーブルに一人が激辛わさび

アン大福が振舞われ、一テ

幸福堂の北川氏制作のロシ

その後、デザートとして、

た。

品に負けないような作品を

事、実行委員会の発足とな

の発声で宴となった。宴の
巻きつけて茎を作り、花び

品を作るためには、普段か

うに願っています。

対し黙祷を行いました。

らを作ります。そして花び

ら花や木などを細かく観察

一致団結して作り上げた

終わりに役員の白井氏の

大福に当たり、景品が振舞

中締めの挨拶、関部長によ

い」と決意を述べました。

などの案内を行ない、その

る神輿会の手締めにて散会

われ、大変盛り上がりまし

後、新入部員の石田昂平（㈱

た。
さんのご協力のおかげで一

堀 九 来 堂 ）、 小 尻 義 人（ ㈱

その他、６月に予定されて

京都府菓子工業組合青年

年間部長としてやってこら

とに挑戦していきたい」と

方 寿 堂 ）、 武 中 俊 樹（ 武 中

となりました。

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

トリージェンシー京都にて

海 屋 ）、 野 田 英 彦（ 平 和 製

受講生の皆さんは

総会はまず議長に野崎雄

製 菓 ㈱ ）、 鳴 海 啓 太（ ㈱ 鳴
冒頭関部長が挨拶で、「皆

表明しました。
きながら作業して

行いました。

年度定時総会をハイアッ

部は４月

れた。本年もいろいろなこ

いる三重での研修旅行の件

京都府菓子工業組合青年部 島田嘉寛実行委員長

れました。

らにすじを入れ、

することが大事とのことで

回全国

少し丸みをつけま

局・奥山優子

兵庫県菓子工業組合事務
す。気が遠くなる

す。花びらをつけ、ひとつ

•••••••••••••••••••

定時総会を開催
京都府菓子工
業組合青年部

27
日（木）に平成

菓子博実行委員会を発足

in
たいへん熱心に聞

があるそうです。

よって様々な発見

氏。楽しむことに

要なことだと井上

作りにおいても重

これは普段の菓子

ること」だそうで、

ツは「楽しんでや

ような細かい作業

27
の花を完成させるのにたい

15

の連続ですが、コ

名が参加しました。

年
と連携し、第

今年度も２回程度の開催

回全国菓子

を制作してきました。

工芸菓子技術講習会

21

度より工芸菓子技術講習会
を開催しています。１年に

桜の花（工芸菓子）

都
京
27

27

26

28

25

28
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をコンテスト形式で公募、

3

作品が集まりまし

販売しているのが現状です。 と募集開始したところ、市

店でそれぞれ独自に考案し

豊富な都市です。観光で訪

取り組んでいます。＊１

長
庫
兵

平成28年６月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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重

第 回全国菓子大博覧会・三重まで

る努力を重ねる所

おいて、全菓連が深く関わ

い支援をいただきましたこ

三重菓子博開幕１年前イベント

と、深く感謝いたします。

っていただき、今までにな

歴史ある菓子博

存です。

覧会への先人先輩
今後もよろしくお願いいた

題は、非常に難しいものば

たちの思いを、次

い形でバトンを渡

かりでしたが、皆様の厚い

た、前売り入場券の販売も

すのが、三重県菓

ご理解とご厚情で、一つ一

テーマ曲で有名な世界的チ

だき「世界の車窓から」の

市長を来賓として出席いた

木三重県知事や河村名古屋

行うことが出来ました。鈴

で、開幕１年前イベントを

でここまで来られたと実感

様のご理解とご協力のお陰

様、実行委員会事務局の皆

業、そして実行委員会の皆

菓子業界の各団体、業者企

全国菓子工業組合連合会、

子工業組合、各ブロック長、

後を検討する会議

中心に菓子博の今

います。全菓連を

く環境も変化して

ます。

備を進めてまいり

上のご厚情とご協力をお願

すので、皆様のこれまで以

き締めて取り組んで参りま

あと１年、さらに身を引

徐々に見えてきたのかと感

つ現実味が帯びた答えが

問メールが届いた。山陽小

西の大学教授から一通の質

都市の景観研究をされる関

とある日、セメント工業

せめんだる川柳は昔詠まれ

われる。栞に書かれている

製造者が現れなかったと思

でないので同型同名の菓子

合わせであるが、観光都市

標登録された。ただの語呂

課題も山積している状況で

まだまだ、未解決の問題、

か」があったこと。当市に

横浜市久里浜に「発電もな

産業に因んだ銘菓として

ら、ご丁寧な返信が届いた。

いただくことなど返信した

連する地域から稀に注文を

秩父などセメント会社に関

海道にあること。津久見や

んぶくろ」という菓子が北

ない。という内容と「せめ

売促進につながるかもしれ

つ、顧客から募集すれば販

ていただけますようさらな

いたお客様が、必ず満足し

すが、菓子博に来ていただ

のはお世辞であろう。

代に確実に受ける、という

温かい内容だった。若い世

追い風が吹いているという

再評価される時代であり、

など工業都市特有の文化が

テクノスケープ、産業遺産

近年、産業観光や工場夜景、

つ貴重な菓子であるから、

に、砿都の生んだ個性的か

現存することを引き合い

ト町、硫酸町が地名として

子博実行委員会との関係に

す。ここまで、今までの菓

も組織されようとしていま

止となった銘菓の復活を望

産業に因まなくとも製造中

砂金を表すものもあった。

菓子は多々あるし、金箔で

ードがある。石炭を模した

ある。菓子の数だけエピソ

た。どんな菓子にも由来が

だ菓子について調べ考え

をいただいた気がする。

ておいたが、大きな励まし

るので、お礼だけにとどめ

長・岡幸男

露していただきました。ま

せめんだるの由来

だると呼ぶのはなぜか？昭

時代遅れな川柳に関心を持

ら変えていない。ある意味

ったこと。いずれも現存し

「ダイナマイト羊羹」があ

観光への思い入れだけでや

博学な知識であり、菓子や

研究を生業とするだけに

ないのにと皮肉ってみたく

合った利益があれば廃業し

む声はよく聞く。これは見

菓子の数だけエピソードがある

年代にたる最中から

もなるが。立体的な形状で

和

りとりを続けたら綻びが出

ねまつ菓子舗・恒松恵子

山口県菓子工業組合・つ

お伝えしたかったのである。

可能性はまだ十分にあると

いかと、また、菓子の持つ

新聞で何か情報が得られな

の菓子屋に届けられるこの

噌な話で恐縮であるが全国

にあふれている中、手前味

ふるさとを表す最中が全国

ない。当市においてセメン

「せめんだる」と改称し商

せめんだる

栞に書かれているせめんだる川柳と由来

ってくれたことに感謝しつ

これを契機に産業に因ん

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

三重県菓子工業組合理事

野田市に実地調査の際、お

たものか？毎年新たに募っ

火薬工場があることから

いいたします。

買い求めいただいた「せめ

ているのか？５つ川柳が綴

じています。

ェリスト溝口肇さんにお伊
しています。

んだる」という当店の看板

ってあるが、これは当時か

作曲をお願いし、会場で披

セメント樽でなくせめん

商品（最中）に係わること。

菓子博を取り巻

勢さん菓子博のテーマ曲の

三重大会から変更する課

ここまでの過程は、決し

子工業組合の使命

します。

て平穏でなく、三重県、伊

と考え、今後も準

の開催地によりよ

勢市、志摩市、鳥羽市の行

の後を受け、３年前から準

菓子大博覧会・三重まであ

政・協力企業、全国の県菓

備を進めて参りました全国

日に、名古屋市金山駅前

と１年を切りました。４月

始まりました。

あと１年を切って

27
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全菓連では全国組合研修会で大井啓伊氏︵株式

その③
長で﹁お客様の苦情を何と

った︒
だから︑みんなで少しず

ンという酒屋があるが︑Ｄ

長野県の飯田市にメガテ

のように言ったらいいかわ

手にしてくれない︑誰にど

無駄だと考える︒どうせ相

理由がある︒時間や手間が

を置いている︑こだわって

思って見づらい︒何の商品

たら来るんじゃないか﹂と

人がいる時間は﹁じっと見

けで︑すぐに撤収した︒７

焼いたものが焦げていくだ

通らないからその時間帯は

いという許可を得た︒誰も

しょうがないので︑どうせ

広告代理店が儲かる話では

がわかってくる︒チラシも

ンジして︑いろいろなこと

なら自分たちで作った︒チ

かしましょう﹂と勉強会を
何％とすご

千円のバーベキューセット

Ｍの交換率が
い︒出して来なかった人が

いるという説明書きがある

ラシを見てお客様は来る︒

つお客様のことを考え︑リ
ストアップする︒うちもリ

からない︑それよりもほか

が無駄になった︒

した︒半年以上来られてい

１人だけという状態だっ

と︑お客様は私たちのいな

ないお客様を抽出して訪問

会社ミリオネット代表取締役︶を講師に迎え﹁地
ストアップして行かせた︒

い時間に見に来る︒だから︑

した︒嫌なところはフタを

のサービスに行ったほうが

それから︑囲い込みをしな

いい︑と思う︒すると﹁他

お客様から言われて弁当

た︒出す枚数も少ないので︑

週３日間︑肉を食べてもら

コストがかからない︒

うため︑宅配をどう思うか︒

ければいけない︒メニュー

閉めたいので︑行くことは

も増えた︒ホームページを

本当に嫌がる︒ただ︑フタ

も始めた︒最初は本当に小

見ても分かるし︑食べログ︑

時間営業である︒み

さい弁当だった︒野菜がな

店は

く︑肉とご飯と目玉焼き︒

のところに行ってしまお

な さ ん に 聞 い て み た︒﹁ 松

うちも離反したお客様と

阪牛を売っていると高いの

常連はいつも行っているか

う︑黙っておけば平和だし﹂

ガミの方は以前に金融をし

方における顧客の集め方﹂をテーマに講演会を行
いました︒

先月号より続く︒

となるのかもしれない︒そ

らいい︒離反したお客様に

か︑今までハンバーグを買

聞きに行きったら﹁野菜が

ったお客様とか︑いろいろ

ていたので︑どんどん行く

口コミをする︒それを反省

社員のブログ︑ネットで検

方 だ っ た︒﹁ ホ ー ム セ ン タ

してきちんとするか︑どう

お客様は何も言わない
お客様は商品やサービス

か︒言わしておけばいいや︑

娘や息子が行っていた幼稚

なカテゴリに絞っている︒

を購入すると︑評価する︒

になってしまうとダメだ︒

福井県のバルバという自

転車で１千万円払うのかと

千万円だといっていた︒自

バの年間１位の売上額は１

ートナーたちは﹁うちの雪

井県で大雪が降った時︑パ

ょう﹂などをしている︒福

で あ る︒﹁ 初 詣 に 行 き ま し

交流型イベントは飲み会

する︒ＶＩＰの人は顔と名

ズすることで特別感を演出

また︑ＶＩＰにはサプライ

循環して活性化している︒

思ってくださる︒だから︑

のが来るんじゃないか﹂と

できますか﹂と聞かれたの

ベントでマックス１００個

から注文がとれそうで﹁イ

える︒今︑キャナルシティ

当１５０個とか注文をもら

つけていく︒うまいこと弁

来ているお客様の中から見

様の要望をいろいろ聞かせ

る﹂という話だった︒お客

度は行列がもっとひどくな

社長は﹁いすを並べたら今

態になる︒いすが欲しいと︒

が入れないほど混雑した状

要望を言われた︒行列で人

そのお客様からいろいろな

トをとらせていただいた︒

た﹂とか﹁食事のバイキン

んだことが気になりまし

で︑レジにたくさん人が並

うまくいっていないよう

の時︑従業員同士で連携が

た︒﹁ ス タ ン プ カ ー ド 導 入

こでもアンケートを取っ

りづらいところにある︒こ

岡の田川という山奧のわか

りによい︒定期的に行った

みは再来店・リピーター作

お客様アンケートの取り込

することで︑また来られる︒

ことは︑素直に動いて改善

した︒お客様から言われた

で︑社長に言ってきれいに

トイレのことが多かったの

にしてほしい﹂など︑割と

﹁トイレをもう少しきれい

出勤している人
の似顔絵

様がネットで調べてくるこ

ではという風に思ってい

多かったら欲しいね﹂など︑

非常に満足をした人は好意

経営陣に到達する苦情は５

とが多くなってきている︒

れを何とか聞き出す方法が

ーのフタガミでございま

あったほうがいい︒

的な口コミをしてくれ︑食

％くらいしかない︒この５

まない﹂と言われた︒しか

ネットにはいろいろなこと

索しても確実に出てくる︒

お客様には苦情を言わない

べログに書いてくれたりす

し︑これはしょうがない︒

皆さんの店が確実に出てく

いろいろな意見を言ってく

る︒ロイヤリティも向上し

やってみないとわからな

転車屋のブログを見ると︑

思いながら聞いていたが︑

かきをしてくれるんです

で﹁１５０個つくった経験

やってみないと
わからない

を書いてもいいが︑大事な

園の先生から注文があり︑

れた︒松下幸之助さんも﹁わ

とは思わなかったらしいの

％で経営陣は判断する︒

お客様に聞く

て︑また来てくれる︒満足
した人は何も言わず︑また
来てくれる︒不満だった人

い︒いつか又頼んでくれる

そういう弁当を渡したら︑

す︑私どもはこの地域を回

からなかったら︑とにかく

で︑どんどん紙を貼った︒

とにかく︑目立たないと

こういうことで︑ロイヤル

参加型イベントは電話で１

上位のお客様が自分の店で

前が大体一致している︒○

があるので大丈夫ですよ﹂

高知県にあるフタガミと

パートナーにと︑私は思っ

７０キロを自転車で走りま

どれくらい買っているかご

○さんと名前で呼び﹁店長

は文句を言い︑苦情処理に

のは何が売っているのか明

確に分かること︒そうすれ

ている︒他では︑ロイヤル

しょうというツアーを勧誘

よ﹂と言った︒だから︑ア

北海道へ行ったらしいね﹂

何でもやってみないとわ

はずだ︒

た﹂と︒誤解を生んでいる

っていて︑ニーズを聞かせ

お客に聞け﹂と︑これが鉄

店には︑今日出勤してい

調べたら︑向こうのほうで

いけないと思い︑ビルのオ

が松阪牛を下ろすわけには

ていただいています﹂と聞

則である︒フタガミさんも

る人の似顔絵を出してい

店の中を覗いている人︑朝︑

ーナーから２時から４時

るか︒私は大橋の肉屋で出

き取りに行った︒そうした

そういう意見を聞いて︑少

る︒裏返すと﹁今日は休み﹂︒

ウォーキングやランニング

妻が一度挨拶に行った時

らいろいろな意見が出てき

しずつ店長に植え付けてい

知り合いのコンサルタント

をしている人が店の前に立

いかない︒結局﹁おもしろ

た︒﹁ レ ジ が こ ん な こ と を

った︒今ではこれを買った

に﹁こんなのやめておけ﹂

ろかったのにやめたの﹂と

言 っ た ﹂﹁ あ ん た の と こ ろ

こういう買い方をしている

と言われ︑外した︒そうし

てくる︒それくらいにして

にはこの商品がないから︑

お客様︑と抽出してＤＭを

カスタマーという言い方を

している︒アウトバウンド

存じだろうか︒うちでも５

ルバイトを雇わなくていい︒

満足すれば好意的な口コミ

するがやはりお客様はパー

だ︒集めたお客様でツアー

万円を超えている︒半年で

ばお客様が見て来る︒

顧客満足度アップのため

トナーではと思う︒まだ３︑

人来

をして︑再来店してくれる︒

いかないといけない︒お客

コメリに行っている﹂など

送るなど︑ピンポイントで

からない︒いろいろチャレ

﹁色は悪いし︑野菜も入っ

いろんな意見を言ってくれ

は︑外で炭焼きを売ってい

に何をしなければいけない

に行く︒１回に大体

大切だ︒顧客情報をマーケ

か︒集客である︒集客する
４か月しかお付き合いをし

られる︒うちの店の会員は

不満足な人は︑非好意的な

ていないし︑もう二度と頼

ました︒店長に報告すると︑

ち止まって見ている︒店に

ラピュタファームは︑福

いのがあったので来まし

ティングにしていく﹂と号

たら︑お客様から﹁おもし

様に対して電話でアンケー

た﹂と言う人がいる︒

令をかけ︑１人専任を付け

している︒

客なので︑例会や町内会︑

言われ︑また復活した︒結

いうホームセンターの会長

次は私も一緒に行こうと言

長が出張したらおいしいも

と購入をする︒集客では購
てないのに︑うちのお客様

来る︑思い出して来るなど

だ︒広告を見て価格条件で

いただいた︒パートナーに

に行ったからとお土産まで

方がいる︒この前は︑旅行

いろいろなものをくださる

頑張っている︒大体予測通

なので︑あと半分と思って

黒字になる︒今は４８５名

千人になればいい︒確実に

題である︒新規客を獲得し

新規客の獲得はやはり課

リが売れないんだよね﹂と

が﹁うちは新潟のコシヒカ

ナーをした時︑来たお客様

化する︒先日︑新潟でセミ

ことにより︑既存客を活性

の付加価値を開発提供する

た饅頭を持ってきてくれた

る︒するとＶＩＰの方がま

れはＶＩＰだけに渡してい

おみやげも持って来る︒こ

す︒店長がどこかに行くと

買って来たから食べてと渡

と言われれば︑白い恋人を

ともしている︒

く︒忘年会の予約を取るこ

ら︑団体客をつかまえてい

かなければいけない︒だか

るが︑中から外へ攻めてい

と言った︒外商と呼んでい

留守番電話に残すだけでも

ョンするだけで全然違う︒

来てくれた︒電話をアクシ

かと見たら︑

人中７名が

話することで再来店される

てもらうことも作戦で︑電

レが不十分だと思います﹂

か︒言われたことは﹁トイ

グが気に入っています﹂と

らいい︒

５万円使っていただけるの

で夏はスイカ︑アサリなど︑

があるが︑一番いいのは紹

りのところまで数字がいっ

てから︑客単価を上げてい

いの客単価なのかを知って

上位のお客様が︑どれくら

やま観光物産センター︑富

市菓子工業組合青年部︑と

リピート率の向上

に送ってもらい︑今は２回

グループ客の獲得

７月８日︑講習会﹁糖

質の基礎知識と使い

千葉市

条工場︑岐阜市

︵ ㈲ と も 栄 菓 舗 ︶︑ 香 梅 六

会︑講師・西沢勝治氏

７月

日︑和菓子講習

ラ ボ ︶︑ 千 葉 県 菓 子 会 館︑

林原食品営業部プラザ東京

方﹂︑講師・中村賢一氏︵㈱



行事予定

三重県の津の朝日屋は社

山市

日︑和菓子作り

員が１２０人いるので︑会

もらおうと思い︑従業員に

６月

社の情報として社内報を作

告知している︒一番上位で

違うのではないか︒

った︒書いている内容がお

万４千円である︒

次号に続く︒

介である︒そして購入され

なり︑一緒に盛り上げてく

く︒うちは松阪牛を買って

私はグループ客を確実に

客様の離反で︑離れたお客

客単価の向上

る時は︑理性的満足度が高

ている︒数字的根拠がある
店が潰れないようにするた

獲得したいと思っており︑

と安心感が出る︒

歳のおばあさんが

う感情的満足度はまだな

講習型イベントは﹁パン

目の発注をした︒知り合っ

その動きをしている︒団体

体験教室︑講師・富山
ク修理の講習をするので来

ておいしいものを持って来

自分のところの売り上げ
めにどうしたらいいか︑考

ま せ ん か ﹂︒ こ れ は １ つ の

るので︑お客様が﹁また店

りする︒
えてくれる︒ありがたい︒

リピート率の向上は︑安

いうので︑食べさせてもら

い︒なぜなら食べたい︑買

そういうパートナーを見つ

営業であって︑参加してほ

心安全などプラスアルファ

いただけるお客様を大事に

いたい︑基本はこれだけだ︒

し い わ け で は な い︒﹁ 何 か

ったらおいしいので︑博多

何回か来られていい思いを

けないといけない︒見つけ

やっているんですよ﹂と電

したい︒

すると︑再来店が続く︒す

るには参加型イベント︑講

20

47

習型イベント︑交流型イベ

お客様アンケート

れる︒

かなかいない︒

％くらい

ントをする︒

24

入銘柄を決めてくる方はな

プし︑リピーターになる︒

局︑お客様はそんなに変だ

が﹁これからは顧客情報が
た︒その専任の方と営業部

だからすごい︒

90

い︒このお店が好きだとい

20

参加型イベント︑
講習型イベント︑
交流型イベント

大井 啓伊 氏（株式会社ミリオネット代表取締役）
話をするだけでいい︒バル

地方における
顧客の集め方

るとイベントに参加したり

千葉

岐阜

富山

86

して︑感情的満足度がアッ

14

20
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年後に紡ぐために」をテー

和菓子バイヤー・和菓子マスター）を講師に

越ブロック大会・茨城大会は畑主税氏（株式会社高
島屋
迎え、「和菓子の潮流
マに講演会を開催しました。

も平気になり、今ではなく
てはならない存在となった。
高島屋は大体３年間で人
事異動があり、担当が変わ
るので、自分の中では異動

仲のいいパティシェにケー

すると思っていた。だから、
販売するという、駆け出し

その①

売スタッフを採ることがで

手不足があり、なかなか販

るかが課題だろう。他に人

した部分をいかに打破でき

しみがあると思うが、こう

失う悪循環に陥っている。

るが、作業化し、創造性を

売り上げを確保しようとす

営業時間を長くし、何とか

きない。百貨店も、同じで

ジャンルごとに見る和菓子の変遷

うに思っている。羊羹は、

お客様や私たちから見る

総務省の統計でジャンル

羊羹コレクションという形

キを作っていただいて、こ

でいろいろイベントされて

の頃の素晴らしいパティシ

ごとに見ると、羊羹は近年

と、和菓子という世界はな

少し下がっている。せんべ

いるが、饅頭はなかなかフ

れで最後のお別れみたいな

ューチャーされていないな

感じで、３月の終わりに踏

いは、百貨店やお菓子屋で

かで、売り上げや製造数、

ェたちがいた。そうした姿

売られているものではな

消費量が下がっている。百

を真横で拝見し、職人はか

く、スーパーやコンビニの

貨店では、伸びのいいお饅

かなか縁が遠く、足を踏み

ボリュームゾーンとして売

頭屋もあるが、一方で有名

入れにくい感覚を帯びる分

られている商品が中心とな

な店が、かなり厳しいとい

に入社し、最初の３年間は
リームもチョコレートも餡

場に入り込むにつれ、生ク
かっている。

今に至るまでどっぷりと浸

した頃がパティシェブーム
真っ只中で、自分の家のス

和菓子業界の現状

洋菓子売り場にいた。入社

私は２００３年に高島屋

ん切りをつけようと思って

り、それほど大きく差異が

う話を聞くし、店頭には饅

っこいいと思った。ただ、

ない。生菓子は、比較的高

頭がなかなか姿を見せな

野だと思う。だから、皆さん

い水準で、パーソナルな需

いたら、辞令は来なかった。

０円くらいで推移している

要が大きい。一番、衝撃的

い。今年は皆さんと饅頭を

和菓子と洋菓子が同じ班だ

し、皆さん同じ価格帯で販

だったのが饅頭。私も今年

盛り上げていきたい。

私は酒飲みで、甘いものが

朝生菓子、上生菓子が好調

売をされているエリアもあ

は饅頭を何とかしなければ

苦手で、生クリームも餡に

に推移している。また、東

る。原材料が高騰して包装

いけないと、至上命題のよ

が普通にしていることを伝

一方、弊社においては個

京や京都の大都市圏では、

資材も高くなっているな

え、和菓子をもっと楽しん

人需要のパーソナルな部分

それほど感じないかもしれ

か、値段を上げられない苦

ったので「では和菓子を」

はとらやの羊羹や、小倉山

では、特に和菓子は伸びが

ないが、各地に行くと上生

もなかなか触れる機会がな

荘というおかきを扱うブラ

出ている。個人需要では羊

菓子が１個１８０円～２５

でいただけるよう、日ごろ

ンドがあるが、顕著なのは

羹、カステラが苦戦をして

という軽い気持ちから入っ

贈答需要が減っており、箱

いる一方、大福、どら焼き、

たが、歴史の奥深いもので、

物のギフトが売れなくなっ

ェの姿にほれ込んで製造現

ている。

感じていることを話したい。 かった。しかし、パティシ

た厳しい和菓子業界の現状

今、諸外国の観光客がた

ていくか考えてみたい。

い。それをいかにして伝え

が、お客様に伝わっていな

これだけ広い県なので、全

菓子が一般的かと思うが、

う。茨城県では、水戸のお

発見することが大事だと思

和菓子そのものの魅力を再

ところを回り、茨城のお菓

珂湊、石岡からさまざまな

先日も茨城県の大洗や那

子は、たくさんあると思う。

般的に回ると魅力的なお菓

聞くと、茨城県では栗は買

なか伝わってこない。話を

子があるというのが、なか

し、茨城県に凄い栗のお菓

さんはよく見受ける。しか

独特のお菓子である。駄菓

黄な粉をまぶしたりという

らねて、タレをかけたり、

み焼きの小麦粉の生地をつ

的にいえばたこ焼きやお好

前がついているが、それぞ

を競作されており、同じ名

ゴのダックワースのお菓子

いろいろなお菓子屋がイチ

那珂湊のほうに行くと、

ヌやパンも広くしている。

強くしている店はマドレー

小麦粉を生かしたお菓子を

粉のほうが強いと感じた。

ど、いろいろな部分で小麦

これも東西の比較である。

和菓子を想う抽象表現で、

る具象表現、関西に行くと

食べているので、当たり前

頃からいろいろなお菓子を

るが、たくさんのジャンル

子、干菓子などに大別され

子を改めて勉強した。生菓

が、そこを生かしていくの

さすが栗王国だと実感する

行くと立派な栗林がある。

るそうだ。石岡のあたりに

うものではなくて、もらえ

く、おもしろみがある。

都会の人からすると懐かし

子というかおやつ菓子も、

また、カステラや酒饅頭な

れ微妙な味でおもしろい。

く。

こういう軸足を見つけてい

していくことも、お客様に

こうした文化の違いを発信

また、郷土の文化や素材も

んなところを紹介したい。

も、見受けられるので、そ

ジャンルが火を噴くこと

ころを拝見し、買うとどれ

イチゴ大福を作っていると

る。いろいろなお菓子屋で、

晴らしい品質を保ってい

ロンがあるが、イチゴも素

鉾田に行くと、有名なメ

和菓子と言っているが、和

いくのではないか。和菓子、

なげたら、和菓子も伸びて

っくりと考えて、今後につ

を守っていくべきなのかじ

屋さんのなかで、どの軸足

それぞれ皆さんのお菓子

ある。ハウス栽培もそうだ

ーパーや百貨店の責任でも

れているのだが、それはス

菜、肉という生鮮３品が乱

ん薄れている。まず魚や野

らすると、季節感がどんど

い。百貨店の私やお客様か

四季と歳時記を味わいた

日本のお菓子、和菓子で

て、ほかのお菓子も作って

時期には桜餅だけではなく

もしれないが、ぜひ、桜の

方はたくさんいる。面倒か

主力商品だけ作っている

げていく。

る。こうしたものを拾い上

からなくなってしまってい

バランスも移り変わりもわ

前だが、一般の我々からす

子が登場することが当たり

で、この季節にはこのお菓

までは、決まったデザイン

しなければ伝わらない。今

伝わる。

様には、一番わかりやすく

楽しむことは、海外のお客

はおもしろい。また、見て
がある。皆さん大体生菓子、

も１つである。

押し広げていきたい。

も、おいしく楽しめた。

日本の四季と歳時記を味わう
羊羹、せんべいだと思うが、

東京、埼玉、神奈川の人

城県産の栗を使うお菓子屋

い。都内のお菓子屋で、茨

は生産量も多いが、質も高

秋の栗である。茨城県の栗

菓子屋にとって大切なのは

も素晴らしい。何よりもお

粉の白いお団子だ。関西人

もち粉で作られるが、小麦

る。普通はどちらも米粉や

あべ川という名前で出てい

小麦粉のお餅がみつ団子と

大洗や那珂湊に行くと、

こうかと考えている。

でどういうものを伝えてい

い。それぞれの皆さんの中

ではないというわけではな

だわり、洋菓子をするべき

菓子、洋菓子の境界線にこ

くい都市部は、春夏秋冬の

ある。特に季節感を感じに

らないのか」ということが

なので「こんなこともわか

を食べられるのが当たり前

が、通年でいろいろなもの

菓子なので、そのあたりも

術面でも評価されるのが和

ん攻めていただきたい。技

お菓子なども作り、どんど

けではなく、紅葉を使った

いただきたい。秋には栗だ

次号に続く。

のポイントである。

る。再発見することも１つ

のおもしろさを体感でき

１つ説明されれば、和菓子

ると、知らないことを１つ

は、日本の方に向けて説明

また、和菓子の抽象表現

間からすると、茨城は野菜

守るべき軸足を決
して乱さないこと
最近は意外にマニアックな

東京のほうは和菓子を観

くさん来日しているので、

忘れてはならない伝えるべき魅力
景などが、一般のお客様に

子本来の季節感や特徴、背

ほとんど伝わっていないと

日ごろ店頭に立っている

感じている。皆様も私も日

と、洋菓子傾向がかなり強
で普通だろうと思うこと

山川
抽象表現

和菓子そのもの
の魅力を再発見
し、語り伝える

見ていきたい。

が語られている。百貨店に

松の寂

る。去年も結構大きい倒産

冬

案件があった。今、こうし

金魚鉢

この２、３年、お菓子屋

畑 主税 氏（株式会社高島屋 和菓子バイヤー・和菓子マスター）

を廃業される方が増えてい

3 0年 後 に 紡 ぐ た め に

タジオでケーキを作って持

和菓子の潮流

ってきて、自分で陳列し、

夏

30

くなっているなかで、和菓

引網香月堂
具現表現
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お菓子の開発～農菓発想への挑戦」をテーマに講

強しないといけない。それ

風月堂

う言葉があるように、寒い

てきて困る。適地適作とい

ら先は原料が足りなくなっ

月堂というお菓子屋があ

有名で、高い技術を持つ風

鹿児島には馬場製菓よりも

し、私たちも生き残れない。

人を幸せにする人が、幸

お菓子屋は売り上げでは
ところもあれば暑いところ
り、株式会社として創業

演会を行いました。

が志だと思う。

せになる。人を幸せにしな

全菓連では全国組合研修会で馬場甚史朗氏（馬

いと地域は幸せになれない

場製菓会長）を講師に迎え「地方と一体となった

先月号より続く。

なく、代を継ぐことだと思
もあり、必ずその土地にし

喜んでもらう。これこそが
は身土不二という言葉が好

か育たない作物がある。私

頼まれた。社員も

社を「何とかしてくれ」と

年になる。銀行からその会

身土不二

っている。地域に存在して、

私たちの生き様になる。代
きだが、そこで育ったもの

その③

る。前の社長は、原料を中

名なさつまどりサブレがあ

風月堂には、鹿児島で有

同じ風景で判断ができる立

なった。同じ景色を見て、

だ」と言って、私は会長に

「あなたも社長になるべき

長になりたい」と言うので

で書類を審査しているじゃ

た方は、経営者を知らない

で１時間講演した時「あな

がある。鹿児島の保証協会

かった経験があるから、今

た。このお金を借りられな

もらおうと思っている。

国から輸入していたが、私
派な会社を作りたい。

ないですか。直接行ってそ

はオンリーワンの商品造り
を新宿伊勢丹で学んだ事

使った。バターも塩も水も

資金繰りで苦しくて夜も眠

原料代を払えない、親父が

あした給料を払えない、

ういう志の高い会社を育て

れば、貸してください。そ

はならないという会社であ

この会社は鹿児島になくて

の人の目を見てください。

すべて鹿児島である。そこ

代の頃から、

銀行との戦い

でお客様がどういう反応を

れない。私は

で、オール鹿児島の材料を

するのか、商品で問うてみ

いう仏教用語である。鹿児

を食べると長生きをすると

わからないが、人を幸せに

い。私にできるかどうかは

辞めさせるわけにはいかな

いいたので、その人たちを

なったが、経常では今でも

歳だから、私の３

ねをしたくない。弟が「社

馬場製菓は、これだけはま

兄弟ゲンカで潰れている。

潰れるのではない。親子や

こと。菓子屋は自分の力で

兄弟ゲンカをするなという

かげで学んだことがある。

私は風月堂を預かったお

ないか、その時は、身土不

イベントや商品開発ができ

い。最初はそんなものだっ

００万円も貸してくれな

た時代であった。たった３

言っても貸してくれなかっ

お金を貸してください」と

た、銀行は「芋を買うから

とではないと気づいた。ま

菓子屋が農家の手取額を上

て、付加価値をつけて、お

紫いも」と商標登録を取っ

れる。さつまいもに「一吉

繰りこそ経営である。

た。信用こそ財産で、資金

言うと、必ず理解してくれ

金を出さないんですか」と

と聞き「本当にあなたはお

か、無いほうがいいですか」

はあったほうがいいです

る時代ですよ」とお話をし

島にもそういうものはたく

することが自分の幸せにな

赤字で、私は給料返上で働

私は今

二の精神で地元の農産物を

４か月の手形を問屋に持っ

さんあるのに、知らなかっ

るという持論に、反するこ

いている。黒字になったら

倍である。今年は薩長同盟

使わなければいけない。ゆ

げる運動をすることによっ

た。今はさつまどりサブレ

お菓子屋さんが増えたため

たことは文化度の低さにあ

とになるので引き受けた。

ることが日本のこれからの

１５０年、その次が明治維

て、農家と共生することが

たら分かっていただいた。

で、息子が継がないとか、

る。我々ももっと行政と情

８年目でやっと営業黒字に

生きる道である。しかし、

新１５０年である。東京オ

ずでも、梅やイチゴ、りん

できる。来年、再来年、

ていく事をさせられてき

高齢化が進むことではな

報交換し、何を作れば自分

地方創生資金がアイデア次

鹿児島の農と食を守らなけ

ごでもいい。私たちが農家

は、年間２００万枚作って

い。志がない菓子屋には将

たちが生き残るのかを、勉

第でどんどん出てくる。行

ればいけない。鹿児島は保

リンピックまでに一緒にコ

を育て、農産物を作らせて

そうすると、彼らも直接行

来がない。ただ、志だけで

が興きていない。鹿児島に

政と組むことを、行政も気

ラボレーションしてそれま

っ て 会 社 を 見 る。「 風 月 堂

は食えない。その地域で何

ナポリ通り、ナポリに鹿児

づいていないので、私がア

守的な人たちが多いので、

での間に何か仕上げてみた

た。だんだん会社は大きく

を特産として農産物がある

島通りがあるけれど、小さ

中から変えていかなければ

なっていくと、そういうこ

かを勉強しないと、これか

な道路である。ただ、小さ

ドバイザーをしている。鹿

いけないと思う。それを自

いる。

私は、最終的には商品を
な道路は大きな経済活動に

児島市と組み、市がナポリ

ポリ市は姉妹都市で、

もらい、自分たちの責任で

には、まだ馬場製菓がある

年後、１００年後も屋久島
い。

だろう。ぜひ、馬場製菓の

分の仕事だと思っている。

買って、商品開発して売っ

てくれるのであれば行って

ていって農家の手取額を上

売をする。赤ワインもある

ＪＲ九州の青柳社長に

年記念と行政は言っている

も、企業内龍馬会を作って

もいい。その代り物語は自

ぽんかん最中、薩摩きんつ

分で作り、向こうで出した

げる運動に繋げたい。

ゲッティ、チ

くれとお願いした。ＪＲ九

や農政連の先輩たちともい

今、ＴＰＰ問題で経済連

これぞ龍馬精神で、自分を

ために利する行為をした。

忘他利、自分を忘れて人の

しています。坂本龍馬が自

九州の坂本龍馬会の会長を

私は坂本龍馬が好きで、

００人規模のイベントをし

年は博多のアクロスで１０

すごいお方だと思った。今

本当に作っていただいた。

はないですか」と言ったら、

だから「龍馬と同じ考えで

貢献する、この２つが社是

州は、異端を尊ぶ、地域に

もいい。自分を忘れて人の

別に自分はもうからなくて

ら、できるようにさせたい。

したい。できない人がいた

がいたら、立て直す協力を

子屋さんが、困っている人

の総決算として私たちお菓

私は今までしてきたこと

きたいと思います。

の文化を世界中に伝えてい

たい。そして、サツマイモ

った精神を追い求めていき

部長、三浦バイヤーから習

伍平統括部長、久保田商品

ン薩摩。新宿伊勢丹の才藤

かした身土不二のメイドイ

本物、鹿児島県の素材を生

自忘他利（じぼ
うたり）

い関係になっている。農業

忘れて人のために死んだ精

て、そこに九州の菓子屋と

ために利する行為により、

ものを、新商品にして、逆

と一緒に行く

経済懇話会という鹿児島の

神を学ぶことで、地域を明

山口県も高知県も入って薩

馬場製菓や風月堂は生き残

ョコレートも

と使命感を持

将来を見据えた町づくりの

るく元気にし、活性化をは

長同盟１５０周年記念で、

ばを食べにきてもらいた

ったミッショ

会があり、私が会長をして

かっていくことができると

そういう人たちを集めて、

輸入して鹿児島にきた観光

ンになり、国

いる。私は鹿児島の農業を

信じている。坂本龍馬は昨

ある。１人で

や町、市長が

守りたい。ただ、本当はＴ

年生誕１８０年を迎えた。

い。芋も水も塩もすべて、

会ってくれ

ＰＰに賛成である。いいも

終わりに

る。そして、

のを作り、国外に打って出

行だが、行政

お金を出して

客に食べてもらう。

50

60

くれる。今は

行けば観光旅

し、オリーブオイルやスパ

が、

さつまどりサブレ

年間で何も経済交流

55

イタリア・ナポ
リ市に商品を

外国にも持っていきたいと

で鹿児島ショップを支援し

馬場 甚史朗 氏（馬場製菓会長）

なれる。行政は言うだけで、

～農菓発想への挑戦～

我々がそこに付いて行き商

地方と一体となったお菓子の開発

周

人くら

が続かないのは、志のない
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第927号

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

の心を温かくするもの、そ

きをもらった。お菓子は人

なる感動を覚え、私は気づ

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。

二つの約束（お
菓子を食べた時
の感動）
してあこがれの町、会津の

その④

きるのかと思った。

も、返品ばかりで、生活で

た饅頭を駄菓子屋に卸して

かったので、パックに詰め

あのころはエージレスもな

いたので「香りがして香ば

いうと、お醤油を付けて焼

は、その商品特性は何かと

じゅうと肉が焼ける音。で

言葉を思い出した。じゅう

で、直営店を出したいと思

で、売るのは限りがあるの

時間を詰めても、自分１人

２００万円だった。毎日、

で食べた。年商はその時１，

食べられる。朝食も車の中

さいと言われた。３箱しか

の仕事は１人しかいないパ

る。結婚したばかりの家内

そのころ家内と結婚す

った。

分かかるのだ

置いていなかったので、そ

箱下

ったお菓子を作って売った

こから車で

話したら、お客様に

しくておいしいですよ」と

歳の時、観光のお菓子

らいいと思い「いも太郎」

を作った。自分の名前を持

というお菓子を作った。ホ

うしたら注文はもらえるの

っ て も 注 文 が 来 な い。「 ど

テルに置いたが、１週間た

間以外はすべて走る。はん

食事と車に乗っている時

ことについてがわかった。

すか」といい、初めて売る

ますから、待ってもらえま

が「倉庫に取りに行ってき

で、生まれたばかりの子ど

きます」と言ってくれたの

けど、売ることくらいはで

内は「車の運転はできない

申しわけないと思った。家

と言うことだった。本当に

がないから休んで下さい」

ートさんに「きょうは仕事

せに生きる。そういうなか、

良いところをお伝えしたい

でしょうか」と聞いたら「あ

てんを着て売って歩いた

もを実家に預け、２人で卸

終身現役臨終定年で、そう

歳の時、東横線の日吉

なたが来て売ればいいんじ

が、常に走っているので、

を始めた。車の中では「店

た。１億を超したら「社員

言うと次世代の人に「まだ

と思った。その時、誓った

ゃないの」と言われた。私

たなびいている。店の方か

をするならこんな店にした

のためにもっと会社を大き

やるのか」と言われるかも

にあるお菓子屋さんに勤め

はそれまで作ることしかし

らいも太郎ではなく、風の

い」と夢を語り、そういう

お菓子の桃源郷を会津に作

くしなければいけない、と

知れないが、頑張っている。

のが２つの約束だ。１つ、

たことがなかったので、販

いも三郎だと言われた。食

りたい。見果てぬ夢かもし

思い、表通りの店を出すこ

お菓子を通して人の心を温

売の経験がない中、お客さ

事の時間も一番短くするに

時間が楽しかった。

れないが、そのために今学

ともできた。店を継ぎたい

ていた。仕事の帰り和菓子

んに挨拶をするだけで後ず

ったら、昔マーケティング

行ってきた。その時に新し

んで、努力していかなけれ

を２個買って食べようとし

さりしていた。１週間たっ

はざるそばがいい。２分で

いズックを買って、教室で

ばいけない。

かくする。１つ、お菓子を

で売っていた。私は３６０

てあまりにも売れないもの

の本で読んだシズルという

これからは社員を採用し、

履く。そして、自分はこの

た。今までそんなことを思

㏄の箱形の車を買って、お

夏も暑かったが、工場の中

長くいていただくためにも

業界にこの日から入るんだ

通して会津の良さを伝え

していたお菓子の卸を始め

菓子の卸を始めた。ある日

で、どうしたらいいかと思

で、朝生室にはクーラーが

働きやすい環境は重要だ。

る。そんな誓いをした時「会

㏄のバイ

の夏の売り上げは５千円。

対的な差は餡にある。あえ

３ 台 入 っ て い る。「 暑 い 」

うことはなかった。やかん

た。自転車から

日は

て餡を作るために今の工場

はなかったと思う。やはり

にお湯を沸かしてお茶を入

クになったけれど、父と母

の日を迎えた。１月

を造った。そして、多品種

津が帰ってきていいよ」と

は相変わらず同じような形

雪の降る日だったが、お客

大量生産をする。うちの台

れ、お菓子を食べようとし

いた汽車の音のように聞こ

ありません。でもこれから

万円だっ

様に来ていただけた。その

勉強勉強、勉強
のみよく奇蹟を
生む

歳で会津に帰り、父が

えた。この汽車に乗って会

始めたら地域のお客様に支

日の売り上げは

教えてくれた気がする。

津に帰りたいと思い、お菓

持され、社員の方にも入り

には色々な商品を流すこと

聞こえた。まるで会津で聞

子を食べた瞬間、体が熱く

たいと思われる店にした

が で き る。「 天 神 さ ま 」 の

は１年半だったと思う。私

校に入った。あの頃、製菓

二十歳の時に東京製菓学

欲求が強かった。勉強した

で、仕事を覚えたいという

はずっと洗い物だったの

しく、２年間いた和菓子屋

いる。今年の２日間も楽し

に、お菓子の学校に行って

忘れ物を取りに行くよう

二十歳の時に行けなかった

菓子の勉強をする。毎年、

があった。今から

河ドラマに「獅子の時代」

と思っている。ＮＨＫの大

私ほど幸せな人間はいない

生きているのかというと、

私はこれから縁ある人の

な自分はいない。

とができる。こんなに幸せ

い。こんなに健康にいるこ

大病というほどの病気もな

いで「どれどれ」と社員が

菓子ができたよ」とはしゃ

からない。会長か相談役か

になり、寿命が来るかは分

を着て工場にいたい。

歳

年後の自分の姿は白衣

た。卸に行くのではなく、

ラインは専用だが、他のラ
インはブッセ、焼き物、ダ

は和菓子屋で２年間働き終

そばによると、作ったお菓

歳で

お客様にわざわざ来ていた

動は今も忘れてはいけない。

ックワーズ、クッキーも流

ために生きたい。生きなけ

子を抱いてお別れしてい

という息子もいる。

い」と言った。それで私は

だける感動。本日開店の感
日にお菓

せる。７・５～８ｍと短い

その「獅子の時代」の商品

ればいけないと思ってい

る。そんな姿だったらいい。

私は今、どんな気持ちで

必ず勉強のほうを選択して

年１月

２０１５年には、新工場

い時間だった。お菓子を作

る。私どもで去年、今年と

いた。その社長さんの部屋

地域のお客様に支持されて

たいという人気があって、

あり、銀行より社員に入り

の心を幸せにする、会津は

家内は「お菓子を通して人

ともない店に」と話した時、

なんて見たことも聞いたこ

もらえるのかなあ。太郎庵

内に「明日はお客様に来て

漉し餡は百メッシュでして

直火で一気に練り上げる。

その沈殿したものを絞り、

分くらい早く沈殿する。

入ってくるが、今までより

通すと皮の中身が水の中に

度の冷水が出る。製餡機を

餡作りで、夏場でも

・５

くチェンジすることができ

るので、コンビニよりも早

多品種で変えることもでき

商品がどんどん出てくる。

た。マジックをするように、

種大量生産が可能になっ

ができる。そのため、多品

も芯までカリッと焼くこと

熱風が出るので、クッキー

晩まで学校にいて、勉強を

子、夜は和菓子で、朝から

年だけ行った。昼間は洋菓

してもらい、製菓学校に半

りました」と

かわかっていたから「わか

母がどんなに働いているの

寮費と授業料だった。父と

聞いたら「

に行くと販売員のおもてな

いだろうなと思う。その店

んなお菓子屋だったら楽し

一つが日本一おいしい、そ

私は会津にあっても一つ

の案内が来る。私は今年も

菓学校から、夏場の講習会

毎年７月になると東京製

だ、と言われたい。そんな

庵があるからいいところ

で働いている。会津は太郎

分になる。社員の方は笑顔

しも素晴らしく、幸せな気

好きで、講習会も大好きだ。

コンサルの先生から言われ

継ぎたいと言うんだよ」と

商１億になると子供が跡を

最初に店を出した時「年

きた。そんなことも幸せだ

マをキャッチすることがで

に２回、ＮＨＫの大河ドラ

商品を手がけた。一生の間

ない。縁ある人のために幸

の能力を使わなければいけ

たちが幸せになるため、私

る新入社員もいる。その人

なければいけない。来年入

めに、私はまだまだ頑張ら

育て、家のローンを返すた

４人いる。彼らが子どもを

家のローンを組んだ若者が

と思う。

で生きている。ありがたい

業いただき、お菓子の世界

という本当にすばらしい職

か分からないが、お菓子屋

自分が描くような形になる

いている。見果てぬ夢で、

で、

私はそのために備えること

分からないが「おいしいお

をお訪ねして「どうしたら、

こんなにいいということ

いるので紫色である。皮剥

る。

させてもらった。時間が惜

年前で、
を増設した。地下水による

い。学校の寮に帰ってから

を売ることができた。あの

結婚し、子どもが生まれ、

そういう店になるんです

を、お菓子を通して伝える。

き餡の機械も入れた。餡の

また、衛生と働きやすい

万円だけ出

万円は半年分の

万円ある」と

か」と聞いたら、武者小路

その心を見てもらう日が明

排水処理は４千万円くらい

環境ということで、今年の

言った。

実篤の言葉を書いてくださ

日なんだから、それでいい

万円かかる。ただ、絶

使い、月のメンテナンス料

年間、毎日１万歩続

った。これが前記の言葉で

んじゃない」と言った。そ

も

見果てぬ夢

ある。この言葉は「本日開

れで自分たちの心を見ても
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なあと思う。

店」の横に掲げてある。と

らう日ということで、開店

歳だった。その前日、家

子の蔵太郎庵が開店した。

わり、母に「お菓子の学校

ること学ぶことがたまらな

時は単品で１億円売った。

という気持ちで、２日間お

商業会に行った時、ある

きた。

教えて頂いた。その店のお

こともあるが、ガスも強制

は、お菓子の本を写したり

今回は「八重の夢」という

75

にかく学び続ける。その社

35

長さんに「私は、店はまだ

菓子は、その土地の詩情が

に行かせてもらえるか」と

く楽しくて仕方がない。今

10

もお菓子の本を見るのが大

二十歳の忘れ物

お菓子屋の社長さんから

40

して半年間過ごした。
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た時、シューッと沸く音が
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洋菓子講習
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食塩………………０・２ｇ

教師

【基礎編】
酒井 雅秀

ｇ

モカ

ｇ

キャラメル
アーモンド（皮付）……

クランチ
〈パータ

ノワゼット……………

ｇ

板ゼラチン……………４ｇ
％）

…………３５０ｇ

生クリーム（

〈仕上げ〉

③全卵を加えながら、適度

度火取る。

生地をひとまとめにし、再

②ふるった薄力粉を加えて

騰させる。

バターが完全に溶けたら沸

食塩、グラニュー糖を入れ

える。

ふやかした板ゼラチンを加

てグラニュー糖を溶かし、

①牛乳、生クリームを温め

〈シャンティー

え乳化させる

ールの中に①を少しずつ加

②溶かしたショコラ

①グラニュー糖、水飴でキ

〈クレーム

中にクレームキャラメルナ

①シュー生地をカットし、

〈組み立て〉

使用する。

①を合わせ、熱が抜けたら

②インスタントコーヒーと

カフェ〉

ノワ

な硬さに調整する。
㎝の棒状、

ャラメルを作り、食塩、生

ッツを入れる。

直径約６㎝のドーム状に絞

クリーム、バターを加えキ

②①の上面にガナッシュを

生クリームと合わせ冷蔵庫

ャラメルをゆるくする。

うすく絞る。

り、卵を塗りアーモンド、

②ナッツ類を粗刻みにし①

③シャンティーカフェを絞

で休ませる。

の中に加える。

り、シュー生地で蓋をしプ

③適度な固さに泡立てて、

〈ガナッシュ〉

グラニュー糖をかけて２０

①生クリームを鍋で温めて

ードルデコールで仕上げる。

【仕込み工程】

キャラメル〉

〈パータシュー〉

転化糖を溶かす。

プードルデコール……適量

①鍋に牛乳、水、バター、

０℃のオーブンで焼成する。

④鉄板に長さ

モカ

12

シュー〉

牛乳………………１００ｇ

〈ガナッシュ〉

水…………………１００ｇ
ｇ
％）

…………１３０ｇ

生クリーム（

ｇ
％）

ｇ

カフェ〉

…………１００ｇ
〈シャンティー

％）

牛乳……………………
生クリーム（
………………

ｇ

コーヒー

グラニュー糖……１００ｇ
インスタント
………………

キャラメル
クランチ

バター…………………
食塩……………………１ｇ

転化糖…………………

グラニュー糖…………２ｇ
薄力粉……………１２０ｇ
ショコラ

ノワール（

卵……………………約４個
アーモンド（８割）……適量

キャラメル
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グラニュー糖…………適量
〈クレーム
ナッツ〉
グラニュー糖………… ｇ

％）…… ｇ

水飴……………………８ｇ
生クリーム（

35

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。
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