平成

年７月１日からの全菓連ＰＬ保険の口座振替日は、６月

日（月）です。保険料が引落されますので不足の無いよう預金残高をご確認ください。

茶道裏千家家元賞が決定
回全国菓子大博覧会・三重で授与す

通り各賞が決定した。

会場で製造した主菓子を審査

（一社）茶道裏千家淡交会総本部では第
◎最優秀賞
「 和 神 」・ 刀 根 武 士 氏（ 刀

日、名古屋ユマニテク歯科製菓専門に

て開催した。今大会では従前のように既存に販売されているお菓子ではなく、実
根菓子館・津市）

の向上、後継者となる若手
子製作にのぞんだ。全国か

加者は、同校の調理室で菓
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◎奨励賞

氏（春光堂・加古川市）

「 常 若 の 息 吹 」・ 佐 伯 徳 仁

いしいお菓子を届けて下さ

れからも研鑽を積まれ、お

井屋本舗・岐阜市）

名は、

開催地三重にちなんで設定

「 花 風 」・ 田 中 正 一 氏（ 田

ら集った若手職人

に貢献するこ
した「常若の精神」をテー

中観月堂・鈴鹿市）

の振興、発展

とを目的に、
マに主菓子を表現した。
午後からは、作者の名を

今回初めて実
技を伴う形で

場内の「お茶席」にパネル

また、受賞品は菓子博会

い」と述べられた。
委員長は「専門家審査の８

審査終了後、千敬史審査

品は美しく、味もおいしい

・後藤豊正氏（若
伏せ、二段階審査を行った。 「非時香菓」
松屋阡壱・犬山市）

の審査を行っ

「常若の美」
・坂口貴弘氏（松

らの主催者挨

審査委員長か

だちにすきな仕事を聞きま

２つ目は役わりです。友

員による審査を行い、次の

れた。その後、専門家審査

を行い、上位８名が選考さ

直せつ売りあげをもってい

はマレーシアのこじいんに

の金がくになります。今年

とです。子どもでもかなり

もうけたお金をきふするこ

このおまつりのいい事は

紀氏（たねや・近江八幡市）

「 常 若 ― 三 友 ―」・ 中 田 匡

援もしたかったので、とり

頑張ってほしかったし、応

りました。もちろん兄には

私はただおろおろして、困

たまり、機嫌の悪い二人。

あわない兄へのストレスが

がたまり、母はうまくかみ

兄は兄で勉強へのストレス

しい思いでした。皆様、こ

部を拝見させてもらい、楽

ました。私が家に帰ったと

と兄を見送り、私は出かけ

受験当日、「頑張ってね」

しくなりました。

るのをみつけてすごくうれ

その度にちゃんと食べてあ

おくようにしました。また

コやアメを少しだけおいて

ては兄の部屋に入り、チョ

与される。

日の授賞式に賞状と盾が授

名が評点式官能審査

先ず、東海エリアの茶道教

展示され、受賞者には最終

授者

品全

た。当日は午

ものでした。また、

前中、千敬史

華堂菓子舗・半田市）

拶のあと、参

した。すると答えはバラバ

きます。おかしを通じて人

あえず機嫌をなおそうと兄

「お菓子で元気になろう！」作文

コンテ
スト

年度菓子需要喚起対策

最優秀賞２作品決まる
全日本菓子協会では平成

同コンテストには３万４８３６作品が応募され、

気になろう！」作文コンテストを行った。

厳選な審査の結果、小中学校それぞれから１作品ず
つ最優秀賞が選ばれた。併せて小中学校それぞれ

だから自由に仕事をえら

ラでした。

べることにしました。
そしたらお店がうまくい
きました。

中学校の部

ある日、母と兄が受験の

おきました。

の上にチョコを一つおいて

の部屋にこっそり入り、机

た。そして自分の机の上を

き兄も帰っていたようでし

です。兄が大学を受験する

私の兄は、今大学一年生

と母が言い、

えるの？」

いったじゃない。今さら変

「えっ？あそこにするって

とは力になれたかな」と思

て て あ り ま し た。「 ち ょ っ

なっていてゴミ箱に袋が捨

みると、チョコはもうなく

っそり兄の部屋をのぞいて

少したってから、またこ

なりました。兄は無事合格

たときよりもっとうれしく

返し」と書いてあり、あげ

ったのです。メモには、「お

おかしがたくさんおいてあ

コやアメやクッキーなどの

みておどろきました。チョ

こ と で ぶ つ か り、「 こ こ を

とき、私の家族はすごくピ

「自分で決めたんだから別

「お返し」

１つ目は中の具です。白

リピリしていて、あわただ

るようになりました。今年

玉を新しく入れたのです。

しい毎日でした。兄との会

しました。チョコのパワー

東京都・３年生女子

と兄がこぼすと、

よもぎやココアをまぜて、

うと、少しだけうれしい気

静岡県・２年生女子

わたしは年に一度店を出

色と香りをつけました。ナ

にいいだろ！」

は新しく２つのことを工夫

します。パパの働いている

話もだいぶ減り、私は「大

持ちになりました。

しました。

大学のおまつりでナタデコ

タデココにはビーツでピン

こうして二人は険悪な雰囲

「年に一度のお店やさん」

コ入りフルーツポンチを売

変だな」と思うことしかで

かもしれません。
クにそめました。とてもき

その日から、隙をみつけ
れいになりました。

気になってしまいました。

るのです。去年からお店の

きませんでした。
全てを子どもたちだけです

小学校の部

茶道教授者による審査

受けようと思うんだけど」
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（１） 平成29年４月15日

年は５、６月及

いない。業界内では、盛業

績との大きな変化は生じて

いる。厳しい状況ではある

影響などで売上は減少して

家族構成の変化、少子化の

どの伝統行事については、

の他が減少傾向にある。平

する一方で、コーン系、そ

ここ数年、ポテト系が増加

の他は３割近く減少した。

野菜系、大豆系が主たるそ

減少し、前年を５％下回り、

数量、生産金額、小売金額

るが、全体としては、生産

玩具菓子の苦戦は続いてい

ヒットキャラクターが無い

に推移しており、前年同様、

錠菓・清涼菓子等は堅調

が、平成

店において売上増が生じて

が、各社は継続的に新商品

成

し、事業者が年々減少する
月で前年を割り

いる反面、売上低迷に悩む

開発を行い、店舗の改廃等

金額、小売金額ともほぼ横

定した。

の）が大きく伸張し、チョ

込んだ結果、年間での生産

小規模事業者も多く、事業

を行いながら販促活動を続

ばいながら、前年をわずか

額ともに前年を上回った。

数量は前年を下回った。う

者間の格差は一層拡大して

け、全体として、洋生菓子

に下回った。

【平成

年家計調査報告の

ャンル別でキャンデー、ス

年の全国・１世帯

ナック菓子、洋生菓子が前

平成

結果】（二人以上の世帯）

新商品の発売も売上増に

から

が続いている。生産数量、

るち米を使用する「せんべ

いる傾向がうかがえる。ま

の生産数量、生産金額、小

び

生産金額、小売金額ともに

い」は前年並みの生産数量

た、後継者難による廃業が

売金額は前年を上回った。

など相変わらず厳しい状況

の）は若干前年を下回った
前年を下回った。

であったが、もち米を使用

増加するなどしている

コレート菓子（チョコレー

が、チョコレート全体とし

ビスケット類の生産動向

（５）ビスケット

する「あられ」が前年比２

（８）洋生菓子

「和生菓子」は、生産数量、生

いであった。「米菓」は、生産

ては、生産数量、生産金額、

・８％減となった。生産数

つながらず、また、夏場の

％未満のも

数量は前年を下回ったが、

小売金額とも前年を上回っ
は、年前半は前年を上回っ

量は減少したが、人件費や

％、コ

年の出荷構成比は

～

生産金額、小売金額は前年

て推移したが、８月の西日

ポテト系スナック

ト生地分

の菓子需要は、ジャンルに

並 み と な っ た。「 チ ュ ー イ
た。

本の高温、９月以降の消費

ガム市場は、依然縮小傾

資材価格の上昇が販売価格

ブランドの出現など多様化

産金額、小売金額とも横ば

よって差が見られるもの

ンガム」、「ビスケット」、「ス
（３）チューインガム

平成 年 菓子生産数量・
金額推定結果コメント

の、全体としては生産数量、

ナック菓子」、「油菓子」は、

全日本菓子協会は平成

生産金額、小売金額ともに、

生産数量、生産金額、小売

ともに微増となった。

年の菓子推定生産数量、生

前年をわずかに上回る結果

に反映されたことなどによ

年は、生産数量、生産

産金額および小売金額を策

となった。

我が国の経済は、景気回
の低迷傾向を反映して、年

り、生産金額、小売金額は

数量、生産金額、小売金額

きな変化は見られず、生産

買い」も増えており、一般

の 影 響 か、「 ケ ー キ の １ 個

っている。また、コンビニ

巻く環境は非常に厳しくな

ートポテトの伸びもあり、

への新規参入、ファブリケ

だが、大手の成型チップス

スライスチップが落ち込ん

害による原料馬鈴薯不足で

ポテト系は、夏の北海道水

数量、生産金額、小売金額

プラス材料となった。生産

光熱費に寄与し、利益面で

が、原油の価格安定が資材、

して売上が伸びなかった

価な商品に偏り、生産に比

ことなど、調査方法の違い

などの需要を含んでいない

以外の贈答用・土産用商品

家計調査が、家計消費支出

なった。推計値との差異は、

比１００・３％）の微増と

当りの菓子支出金額は、ジ

ともに前年と同様となっ

洋菓子店での客単価が延び

平成

半生ケーキなど）は増加し

た。家庭内消費は堅調で、

ていない。バレンタインデ

化や一定の商品に特化した

たものの、ハードビスケッ

コンビニ等における売上げ

％、小麦

は減少幅は小さく、特に機

ト、ソフトビスケット、ク

も前年実績を維持してい

）油菓子

後半は前年を下回って推移

（

向が続いており、生産数量、

した。この結果、生産数量、

（９）スナック菓子

生産金額、小売金額ともに

大手チェーンのブランド

金額ともに前年を下回った。

前年を下回った。ガムの形

年を下回ったが、前年比１

そのような中で、菓子産
【ジャンル別動向】

低迷を秋冬期でカバーして

復が緩やかに進む中で、年

（１）飴菓子

ーン系スナック

００・５％（アイスクリー

業界全体の取組みとして、

が進み、コンビニのスイー

ムを除く菓子類では、前年

砂糖産業とともに取組んだ

前年並みを確保した。

いる状況。特売や値引きが

初から為替が円高基調に変

生産金額、小売金額ともに

多く、ＮＢ消費の売上も安

化し、４月には熊本地震が
状 別 に 見 る と、「 板 ガ ム 」

系スナック８％、その他ス

ハードキャンディは、子

ナック３％となっている。

菓子需要喚起キャンペーン

ツ部門はさらに競争力を増

発生し、夏には西日本を中

すなど、一般洋菓子店を取

能価値を提供する商品がボ

ラッカーは減少した。

ともに前年をやや下回った。 が要因と考えられるが、明

年の需要動向に大

（７）和生菓子

市場規模の大きい大袋は苦

トル形態を中心に底堅く推

（６）米菓

前年を２％上回った。コー

（

平成

前年をわずかに下回った。

戦した。また、グミなどを

移しており、市場を牽引し

ー、ホワイトデーは堅調で

ン系はパフ、成型ものとも

種類別では、乾パン、パイ、

は前年比

５４８通となり、小中学生

中心としたソフトキャンデ

ている。また、「風船ガム」

る。贈答需要は依然として

あ っ た が、「 ひ な 祭 り 」 な

厳 し い も の の、「 粒 ガ ム 」

供向け商品（小袋）や健康

を対象とした「お菓子とわ

ィは好調であった。飴菓子

米菓の生産数量は、近年

低迷しているものの前年実

志向などの機能性を持たせ

において、店頭クイズキャ

たし」作文コンテストには、

全体としては、生産数量、

は、前年を約１％上回った。

比較的堅調に推移してきた

ンペーンへの応募総数は前

もたらすなど景気回復に少

前年を若干下回ったものの

生産金額、小売金額ともに

スーパー、コンビニへの

（４）せんべい（小麦粉）

相次ぐ大型台風が北海道、

なからず影響を与える状況

３４，８３６作品もの応募

前年を上回った。

その他（ビスケット加工品、

また、訪日外国人観光客

があり、菓子が生活の中で

（２）チョコレート

販売メーカーは好調であ

％と全体の中で

は２，４０３万人と前年比

なくてはならないものであ

り、訪日外国人の増加は一

は前年比

％増となったが、前年に

ること、人と人との触れ合
チョコレートの健康効果

部地域に限定的ではある

となった。

見られた「爆買」は姿を消

が広く浸透し、高カカオチ

緩やかに景気回復が進ん

ト」、「せんべい」、「洋生菓

と、「飴菓子」、「チョコレー

ジャンル別の動向でみる

品（ Ⅱ ）（ チ ョ コ レ ー ト 生

の も の ）、 チ ョ コ レ ー ト 製

ョコレート生地分１００％

ョ コ レ ー ト 製 品（ Ⅰ ）（ チ

びず、経費増は経営を圧迫

く、全体的に個人消費が伸

は相変わらず非常に厳し

しかし、地方の土産物売上

が、プラス要因が見られた。

な学生に対して、同センタ

た卒業生の模範となる優秀

は、加盟校より推薦を受け

日本菓子教育センターで

▽宮城調理製菓専門学校・

里、吉井麻奈美

ッキングカレッジ・播磨光

▽北日本ハイテクニカルク

▽国際フード製菓専門学校

副島将吾、板垣奈々未

▽専門学校二葉製菓学校・

このみ、武井美樹

▽国際製菓専門学校・尾崎

圭子、三谷しほ

▽赤堀製菓専門学校・羽石

横田麻衣

▽武蔵野調理師専門学校・

南小由季

菓専門学校・髙田実希、長

▽名古屋ユマニテク歯科製

山口萌花、柘植映里佳

▽国際製菓技術専門学校・

野佳奈、楊暁慧

▽名古屋製菓専門学校・中

金原千晶、嶺野佳南

▽浜松調理菓子専門学校・

勇太、宮田玲美

▽広島製菓専門学校・古川

・葛原美優、宗定知歩

▽西日本調理製菓専門学校

畑野萌、溝内舜作

▽日本調理製菓専門学校・

校・大林愛梨

▽兵庫栄養調理製菓専門学

校・前島直人、宗平玲奈

▽京都府菓子技術専門校・

高橋築、中川晃太朗

▽愛知県菓子技術専門校・

学園・嘉手苅大樹

▽職業訓練法人東京都菓子

久子

訓練校・中村圭一、福田喜

▽千葉県菓子共同高等職業

デミー・坂瀬麻季

いる。

前年比
半生菓子

▽宮島学園北海道製菓専門

田沙奈美

理専門学校・廣田斐々、成

▽札幌ベルエポック製菓調

岩瀬黎

▽経専調理製菓専門学校・

校・齊藤光里

▽光塩学園調理製菓専門学

（敬称略、順不同）

り。

者の学校名、氏名は次の通

ー理事長賞を贈った。受賞

愛未、中山佐綾

▽日本菓子専門学校・藤野

里、賀璇

▽東京製菓学校・木戸祥緒

ＥＬＬＡ

理専門学校・藤田茜、ＳＨ

▽東京ベルエポック製菓調

田結子

理専門学校・遠藤佑佳、町

▽埼玉ベルエポック製菓調

・矢島茉衣、櫻井千佳

▽東日本製菓技術専門学校

渡辺恵美理、常田国子

西野咲

▽東海調理製菓専門学校・

み

岡校・夏目百々花、舘みな

▽中央調理製菓専門学校静

西納実佳、安納千尋

▽金沢製菓調理専門学校・

鈴木果歩

学校えぷろん・伊藤由貴、

▽にいがた食育・保育専門

校・柴田果奈

▽松本調理師製菓師専門学

・手嶋美鈴

▽神戸国際調理製菓専門学

陽南子、堀口未優

▽神戸製菓専門学校・鈴木

学校・須田穂花、西居彩香

▽大手前栄養製菓学院専門

校・須山裕也、服部滉輝

▽辻学園調理・製菓専門学

芳崎実香、水津沙紀

▽京都製菓技術専門学校・

学校・市川美樹

▽ユマニテク調理製菓専門

寺田史華

▽伊勢調理製菓専門学校・

▽今村学園ライセンスアカ

専門学校・向奈津子

▽西九州大学佐賀調理製菓

・山内美寿季

▽北九州調理製菓専門学校

・宮本雅士、原友輝

▽平岡調理・製菓専門学校

池田駿太、塚﨑佑花

▽中村調理製菓専門学校・

島本大史、中平香菜子

▽愛媛調理製菓専門学校・

藤原登紀枝

▽山口調理製菓専門学校・

下梨華、眞鍋依織

▽鹿児島城西高等学校・竹

朱里、松下みなみ

▽日章学園高等学校・押川

園木千妃呂

▽飯塚高等学校・飯星亜弥、

間々田由希

▽綾羽高等学校・泊和希、

・田中秀磨、小山紘史

▽兵庫県洋菓子技術専門校

・鈴木一矢、江南雄司

▽大阪府洋菓子技術専門校

山内淳史、豊田真与

ＮＡＴＡＳＹＡ

学校・曽筱婷

日本菓子教育センター

模範学生に理事長賞

でいるとはいえ、個人消費

～１００％未満のも

小売金額
億円
502
100.2

れなくなった。

は依然として低迷が続いて
子」、「その他」においては、
地分

前年比
構成比
チョコレート
前年比
構成比
チューインガム
前年比
構成比
せんべい
前年比
構成比
ビスケット
前年比
構成比
米 菓
前年比
構成比
和生菓子
前年比
構成比
洋生菓子
前年比
構成比
スナック菓子
前年比
構成比
油菓子
前年比
構成比
その他
前年比
構成比
合 計
前年比
構成比

生産金額
億円
309
100.0

60

生産金額
億円
1,880
105.0
7.6
3,800
104.4
15.3
715
95.2
2.9
518
101.2
2.1
2,560
99.2
10.3
2,730
100.0
11.0
3,850
100.0
15.5
3,376
103.0
13.6
2,962
99.2
12.0
350
98.3
1.4
2,032
100.3
8.3
24,773
101.1
100.0
生産数量
トン
174,000
103.4
8.8
238,980
103.3
12.1
26,670
96.0
1.3
58,082
101.0
2.9
257,600
99.5
13.0
217,687
98.8
11.0
305,000
100.0
15.4
195,167
103.0
9.9
234,716
98.6
11.9
57,632
98.5
2.9
212,373
100.3
10.8
1,978,607
100.6
100.0
飴菓子

生産数量
トン
30,170
99.3

これらの結果、平成

【参考】半生菓子の推定値（全国半生菓子協会調べ）

28

小売金額
億円
2,610
104.0
7.8
5,260
104.4
15.7
1,058
95.1
3.1
734
101.1
2.2
3,685
99.3
11.0
3,643
100.0
10.8
4,750
100.0
14.1
4,250
102.0
12.6
4,225
99.3
12.6
510
98.8
1.5
2,884
100.3
8.6
33,609
100.9
100.0

年

生産数量、生産金額、小売金

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

確な要因分析は難しい。

し、菓子にも好影響をもた
いの中で菓子に関する多く

ョコが好調に推移した。チ

）その他菓子

らしたインバウンド需要の
の「思い出」があることが

た商品は好調であったが、

28

再確認できた。

年比１０５・６％の３５１，

心に猛暑となり、秋以降の

％と依然として

10

増加も客数の増加ほど見ら

東北に上陸し大きな被害を

72

17

28

28

【全体概要】

28

28

60

12 28
28

28

20
92
98

10

11

22
平成28年 菓子生産数量・生産金額
及び小売金額 推定

平成29年４月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第937号

日、第３回橘花榮光章審査委員
武田信治

○さいとう製菓株式会社・

○有限会社黒須菓子舗・黒

▽千葉県

○笹屋製菓舗・中島祥夫

○たちばなや・神戸武士

▽埼玉県

竹本光

○有限会社亀屋菓子本舗・

俊輔

○株式会社いずみや・片桐

○御菓子司橘屋・難波正則

○岸上堂・岸上進

年信

○合名会社アリモト・有元

晃

○有限会社ボック・福原敏

○ゑびす屋・藤原幸利

村欣祐

○株式会社西村清月堂・西

○杵屋・内藤浩一

藤貴美子

○有限会社本たちばな・加

晃三

○株式会社フクナガ・福永

○出町ふたば・黒本平一

亘晃

○株式会社バイカル・川勝

▽京都府

秀行

○株式会社サブール・駒井

敏夫

○株式会社菓舗仁木・仁木

▽徳島県

○玉田や・藤縄幸孝

▽鳥取県

○御所の石本舗・石崎秀生

店・井上敦子

○グラース・セゾン洋菓子

○二葉軒・將野義雄

井余史博

公紀

○株式会社きさらぎ・岩倉

○有限会社陣屋・土居裕明

○夢菓房たから・濱田浩二

招

○株式会社かねすえ・包末

・吉岡啓志

○有限会社吉岡源平餅本舗

▽香川県

実太郎

○合名会社明石屋菓子店・

▽鹿児島県

遠武弘蔵

○有限会社お菓子の南香・

▽宮崎県

明

○菓子のひらた・比良田輝

川哲生

○セイカ食品株式会社・玉

岩田泰一

農林水産省は売り渡す輸

（平成

年９月第２週～平

輸入小麦の政府売渡価格の改定

•••••••••••••••••••

○

須公夫

進堂・菊池清

○ 株 式 会 社 佐 々 木 製 菓・

年３月第１週）の平均

輸入小麦の直近６か月間

政府売渡価格を決定した。

の一部銘柄の品質が悪く良

買付価格は、ハード系小麦

成

○有限会社稲田菓子舗・稲

年４月期の

田好治

入小麦の平成
陸太郎

▽愛媛県

○有限会社栗尾商店・栗尾

○有限会社ことらや・西田
水誠一

○株式会社緑寿庵清水・清

○株式会社白井長豊堂・白

○有限会社江戸屋・江川和
男

○株式会社タルトタタン・

○有限会社衣川松陽堂・衣

○株式会社菊園・宮島淳郎

佐々木健三

橘花榮光章受賞者・名簿

全菓連では３月
会を開催した。同章は本大会より菓子博をはじめと
する菓子業界に功績のあった方を対象とすることと
した。審査の結果、全国から申請された左記の方に
対し、同章を授賞することに決定。受章者には、三
○フランス菓子のミレー・

日付けでメダルおよ
松長康英

重菓子博の閉会日である５月
小松豊

◎５月

時

分・東京都

日（日）

分・石川県

分・香川県

日（土）

分・岡山県

６９０円／㌧、４・６％の

平均（税込価格）で５０，

た。この結果、５銘柄加重

とから前期に比べ上昇し

より海上運賃が上昇したこ

こと、燃料油価格の上昇に

と、為替が円安で推移した

日（金）

分・熊本県

分・新潟県

日（木）

分・千葉県

されている。

の公式ホームページに掲載

お伊勢さん菓子博２０１７

売される。店名・商品名は

では、約１８００種類が販

また、全国お菓子夢の市

麦の平成

ト（ＷＷ）などソフト系小

リカ産ウェスタン・ホワイ

ただ、主に菓子用のアメ

をキーワードにお菓子の祭

ーが完成。「笑顔、開幕！」

年４月期におけ

引上げとなった。

分・愛知県

時

質小麦の価格が上昇したこ

○有限会社千葉恵製菓・千

分・島根県

○

◎５月

時

分・静岡県

○

○

日（水）

○

時

分・高知県

分・富山県

時

川陽介

時

時

◎５月

○

▽新潟県

分・群馬県

葉正利

○

時

居恵美子

回全国菓子大博覧会・三重

時

時

◎５月９日（火）

○

○

時

時

◎５月

○

◎５月

○

○

分・山梨県

分・福井県

○

日（土）

分・鹿児島県

時
日（日）
分・愛媛県

○

お伊勢さん菓子博２０１

お伊勢さん菓子博２０１７
最新ポスターが完成

時
分・京都府

分・沖縄県

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

第

時
時

時

◎４月
○

時

◎５月１日（月）

○
分・福島県

○

分・大阪府
◎５月２日（火）

時

分・栃木県
日（土）

○
分・鳥取県

○

７スペシャルサポーターの

分・青森県

典の開幕をＰＲする。

◎５月３日（水）

時

分・和歌山県
日（日）

○

時
分・宮崎県

夢 眠 ね む さ ん（ で ん ぱ 組

分・広島県

分・山口県

○

時
日（月）

◎５月６日（土）

分・宮城県

お伊勢さん菓子博２０１７ポスター

分・徳島県
◎５月４日（木）

時

○

○

40 20 14 40 20 13 40

）を前面にしたポスタ
.inc
日（火）

◎５月５日（金）

分・福岡県

○

時

分・山形県
分・岐阜県

○

時
分・三重県
日（水）

分・奈良県
分・岩手県

○

時

13 11

（順不同・敬称略）

・上田悦男

◎４月

分・秋田県

○

分・長野県
日（木）

時
分・兵庫県

◎５月７日（日）

時

○

▽滋賀県

○有限会社三駒屋・川上秋

○株式会社紫香楽製菓本舗

○株式会社念吉・佐藤恒雄

○株式会社松栄堂・里見尚

▽岐阜県

○株式会社松栄堂・小野寺

○株式会社クランベリー・

眞澄

○三葉製菓株式会社・水上

・若狭洋市

○藤屋内匠・遠藤仁兵衛

◎４月

▽和歌山県
○伝承紀風菓うたや・田川

７では、会期中に会場内の

廣

晋朗

○松江商会・伊藤力男
○大阪屋製菓株式会社・澤

○和菓子処南海堂・山本敦

○

一

田誠

いせ舞台で、各都道府県菓

○

▽宮城県
○有限会社菓子舗うつみ・

○奈良屋本店・青木利博

分～１時間

水戸部昭二

内海哲郎

子工業組合が

○株式会社壺屋総本店・村
本洋

○株式会社萬楽堂・髙橋美

弘

半で、ＰＲを行う。

○

◎４月

分・佐賀県

分・大分県

○

◎５月８日（月）

時
日（金）
分・長崎県

40 20

20 12 40 20 11 40 20 10 40 20

13

13 11

13 11

○石屋製菓株式会社・石水
勲

○株式会社はこだて柳屋・

○有限会社儀平菓舗・丸山

各都道府県菓子工業組合が
ＰＲイベントを実施

○株式会社五勝手屋本舗・

若杉笑美子
▽大阪府

正雄

非「夏の陣」「秋の陣」「冬

○

時

小笠原隆

江

○株式会社河内駿河屋・桝

の陣」も検討してほしいと

で組合員共々協力し合いな

時
分・滋賀県

日（金）

日時は次の通り。

◎４月

勢さん菓子博」ＰＲに関し

がら出来る事はして行きた

時
ーを用意してもらい「お伊

○

○株式会社菓子處大丸・中
○株式会社清月・渡辺主税

井増太郎

お伊勢さん菓子博２０１

村信博
▽福島県

○有限会社港屋・三栖一誠

○吉原製菓・吉原幸一

▽兵庫県

○有限会社ケーキショップ

▽栃木県

ルモンド・松村孝二

子
▽岩手県

コーナーでは春らしい「桜

時
ーナー・実演コーナーと菓

時

ては、県内の砂糖商社の展

○

勢さん菓子博」富山県コー

時

終了した。

んが誓いの言葉を述べて、

入生を代表し、神森真子さ

秋山理事長の祝辞のあと新

式では秋田校長の式辞、

名であった。

十名、ハイテクニカル科四

四八名、製パン技術学科五

の入学生は製菓技術学科一

回入学式を挙行した。今期

東京・玉川区民会館で第

秋田勝氏）では４月３日、

日本菓子専門学校（校長

日本菓子専門学校入学式

２０２名が入学

％）で引下げとなった。

円／㌧（対前期比▲５・２

は、税込みで４６，３９０

る政府売渡価格（加重平均）

29

○株式会社一久・久木とし

○株式会社福居製餡所・福

時

◎４月

◎４月

○
「おかし春の陣」では出

○

たいと思っている。
の方に見に行って頂きお菓

品願った販売コーナーも春

○

者に宣伝し、一人でも多く

で、北陸新幹線の富山駅・

子に興味をもって頂きたい

らしいお菓子満載で、実演

以来３年ぶりの菓子祭り

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

「ととやまおかし春の陣」 開催

真正面のＣＩＣビル一階で

との思いもあって、販売コ

時

の菓子祭りとなり地元消費
者や県外客も多く来店され

名来場

にて「ととやまお菓子春の

○

菓子博もＰＲ ３日間で

富山県菓子工業組合では

○

時
もち」・「季節の和菓子」等

◎４月

◎４月

菓子博展示コーナーは菓

○

線が開通し、丸２年経過し

盛会であった。会場提供の

業界も多くなった県外観光

の意向が寄せられているの

時

客に目を向けて既存の商品

示商談会でも組合のコーナ

時
の宣伝・新商品の開発・需
要の拡大を計り多様化する

○

◎４月

時

時

消費者動向を肌で感ずると

長・田中健一

富山県菓子工業組合理事

○
披露し、４年に一度の菓子

いと思っている。

大博覧会を盛り上げていき

ナーのミニチュア版を設置
年三重県で開催の「お伊勢

いう狙いがあった。又、今

さん菓子博」を地元の消費
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30
時・北海道

「ととやま」ではお客様か

○
勢さん菓子博」の登旗やポ

約千名、で

スター、チラシ等を借受、

○

余、来場者数
たにオープンした「ととや

ら大変好評で有ったので是

子博実行委員会から「お伊

ま」（富山県いきいき物産）

展示や配布等を行い「お伊

時
の協力も得て、県内の菓子

た中、ＣＩＣビル一階に新

開催の背景には北陸新幹

作りたてのお菓子の販売も

年に行った

子博展示コーナーの三コー

年～

ナーを設けた。

平成

る菓子祭りとなった。

日～

陣」を開催した。県内では

年２月

ととやまお菓子春の陣

行い、参加協力店二十店舗

日の

平成
３日間、富山駅前ＣＩＣビ
26
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日本菓子文化交流会㏌ダナン（

）

ベト
ナム
る人はほとんど見かけなか

いる。自転車を利用してい

な移動手段として活躍して

できた。その際、移動の為、

用する屋内市場に行き入手

の物がなく、地元の方が利

ーパーには希望する大きさ

現地スタッフの好意でバイ

った。ダナン市内では、バ
イク９割に自動車１割位の

クの後部座席に乗せてもら

違い、大人２人子供２人の

「日本の和菓子で文化交流」
に同行して
で約１９，０００ドン、１

位の交通量の多さと独特の

るのはためらうと思われる

転している方でも、運転す

ったが、日本でバイクを運

感じで、バイクの奔流とい

が体験後、職人と一緒に日

った様子であった。日本と
全菓連青年部近畿ブロッ

る。子供は定員に入らない

家族４人で乗る姿も見かけ

０，０００ドンにもなる。

万円を両替すると１，９０

実施した。

本のお茶で、意見交換会を

日、ベトナム中部

ク主催（天野治ブロック長）
で１月

交通マナーであった。現地

るのが複雑になる。簡単な

号機が無い交差点でも鳴ら

ている。交通量が少なく信

ョンがひっきりなしに鳴っ

訳程度の場所にいる様子で

と聞いた。また、市内では、

計算方法として、０を３つ

しているのを見ると、相手

い後に売り場出口で、ガー

あまりにも０が多く、買い

週間～１カ月の和菓子約１

取って５を掛けるか、０を

が邪魔だから鳴らしている

た。スーパーではカバンな

③京都・大阪・兵庫・滋賀

５０種）を試食して、アン

２つとって２で割ると、大

のではなく、事故防止のた

のダナン市ダナン大学にて

れた。ダナン大学は、日本

ケートを実施した。

体の日本円に目安になる。

め自車の存在を知らせる為

の交通事情に慣れていない

の大学や企業と学術的・科

④打ち菓子と上生菓子を京

ただし、物価が違うので、

ある。地元スタッフが、目

方であれば非常にスリリン

学技術的側面での交流が長

都・大阪の和菓子職人がデ

日本円で安いと思っていて

ドマンがレシートにスタン

バイク・車問わずクラクシ

年にわたり行われている。

モンストレーション。また、

どの持ち込みは不可で、手

物するにも日本円に計算す

交流会の内容は通訳を介し

どら焼き、最中（あんこを
に行っている様子であった。

・福島の銘菓（賞味期限２

て、

も現地では高価というケー

担当の通訳は、職人による

加した。上生菓子作り体験

ぶ学生を中心とした方が参

が好きで日本語を熱心に学

のレートは日本円１００円

際に現物を見せ、どら焼き

て意味を質問したので、実

れている「餡」の漢字を見

通訳の一人がチラシに書か

ように指示があった。また、

ートを子供に試食させない

ベトナムではバイクが主

て参加者に説明をした。参

説明を、その都度翻訳をし

に制作しながらの日本語の

つき通訳が一人つき、実際

体験は、和菓子職人一人に

分の材料を確保した。制作

るお菓子を小さくして人数

定員以上の参加があり、作

め大手スーパーに向かっ

や道具の一部を購入するた

現地到着日、一行は材料

者に試食をしてもらった。

めたお菓子を展示し、来場

つかのブースに各社より集

試食コーナーでは、いく

せた。

るのを見て参加者を楽しま

される。また、レジで支払

に入れられシーラーで封印

るが、入り口でビニール袋

ンドバック程度は持ち込め

荷物預かり所に預ける。ハ

っかりしていると思った。

ぐに確認するのを見て、し

実行し、分からない点はす

度指示したことはしっかり

ていた。また、こちらが一

いに切って紙皿で提供をし

示しないのに、通訳がきれ

ら、その後こちらが何も指

小物を買いに行ったが、ス

の小さい紙皿や紙コップ等

交流会当日にも、試食用

と大きく異なる点である。

プを押すシステムは、日本

菓子の講習会では、１６０

ョップを行いました。上生

ストレーション・ワークシ

菓子のレクチャー・デモン

菓子文化について講演。和

を実施しました。日本のお

和菓子による文化交流事業

備１年で、ダナン大学と、

と迷いそうな市場である。

たが、何も知らないで入る

くれたので無事たどりつけ

的の売り場の場所を聞いて

と並べられ、売り手は申し

が、それぞれ商品が所狭し

られ各販売スペースがある

市場は碁盤の目の様に区切

グではないかと思われる。

①日本のお菓子の歴史（唐
使ったお菓子）を実演した。

上生菓子作りを見せながら

の中に入っている物と説明

買い出し

ン大学ハイ先生と打ち合せ

の説明により、制作の流れ

すると理解された。

スなどは多い。

後、展示や試食等の準備に

を理解した。試食コーナー

通貨

入った。その後、職人達は、

の通訳には、試食した方に

日午前中、一行はダナ

打ち合わせ

名で２回計１６０名の方々

（練り切り）作りを１回

本の花の『菊』の上生菓子

② ベ ト ナ ム 国 花『 蓮 』、 日

日本より持参した上生菓子

ム ド ン（ 以 下 ド ン ）、 当 時

ベトナムの通貨はベトナ

作り体験用の材料等の事前
アンケートを書いてもらう

講演と上生菓子作り体験の

日本のお菓子についての

子の形は美しく、色合いは

いた。参加者からは、和菓

したり、にこやかに食べて

った。作ったお菓子は撮影

を楽しみながら蓮と菊を作

きながら、和菓子制作体験

加者は慣れない道具と手つ

と質問があり、通訳を通し

お菓子を見て「これは何？」

した。来場者より、試食の

場し、次々に試食品を提供

間に無くなるほど大勢が来

ンケート用紙があっという

３人配置して対応した。ア

スタッフ１人と通訳を２～

それぞれにブースに日本側

流のための助成を頂き、兵

国際交流基金から文化交

見学と試食を楽しんでいた。

者は興味を持って、実演の

影響か知名度が高く、来場

試食では、日本のアニメの

また、どら焼き作りの実演

菓子の実演、上生菓子の実

を得なくなりました。半生

した。また、近畿各地のお

トナムの方と講習を行いま

更し、延べ２００名近いベ

が、参加者が多く予定を変

名に対し実施予定でした

バイクが
主な移動手段

準備に取り掛かった。通訳

事と、洋酒入りのチョコレ

受付には、あらかじめ近隣

目を見張るものがあるが、

て説明をした。くずもちの

講演と上生菓子
作り体験

の学校等での宣伝やフェイ

ベトナム人にとっては甘い

演コーナーでは、様々な形

子職人が技術を披露する実

で切っていくつか提供した

属のプラスチックのナイフ

試食希望者がいたので、付

の事業として企画２年、準

協力のもと、近畿ブロック

庫県立大学国際政策学部の

成できました。

ていただく目的は充分に達

演など、お菓子文化を知っ

１時間程度早く終了せざる

いう間に試食がなくなり、

菓子の試食会では、あっと

スブック等で知られていた

という感想があった。和菓
講演は、満員で終了後、上

の上生菓子や打菓子ができ

天野ブロック長
よりのコメント

時からの

生菓子作り体験に入った。

行列ができた。

ため、小さい子供も含めて

試食

として、ダナン大学で日本

在）の講演を実施した。

―平安―室町―江戸―現

日本菓子文化交流会が組ま
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※このご案内は全国菓子工業組合連合会 PL 保険制度の概要を紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者に渡してあります保険約款によりますが、
ご不明な点がございましたら代理店にお尋ねください。

上生菓子作り体験

２回に分けて実施したが、

－365 日 24 時間のサポート体制－
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
事故のご連絡・ご相談をフリーダイヤルで承ります。 ○事故の受付・ご相談
いざというとき、全国どこからでも、ご利用いただけます。 ・受付時間：365 日 24 時間
・受付：フリーダイヤル 0120-119-110 “事故は 119 番 -110 番”

※本制度にご加入できる方は、全国菓子工業組合連合会の組合員に限られます。

事故受付
サービス

※この保険は全国菓子工業組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

製造・販売を行った食品に起因して健康被
害等の発生またそのおそれがある場合に、
その被害の発生または拡大の防止を目的
として回収等の措置を実施することによ
り生じた費用を補償します。

食中毒の発生により営業を阻害され、また
は休止を余儀なくされた場合、休業期間中
の喪失利益（営業利益＋経常費）等を補償
します。

看板・給排水設備など店舗施設の管理不備
や店舗における仕事の遂行により、他人の
身体・生命を害しまたは財物を破壊したこ
とについて法律上の損害賠償責任を負っ
たことによって被る損害を補償します。

対人事故の被害者への見舞金等の社会通
念上妥当な初期対応費用の支出を補償し
ます。

（オプション）

☎03-3400-8901

☎03-5781-6577

東京都港区南青山 5-12-4

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社／〒108-6111

（オプション）

5.リコール（回収）費用保険

（オプション）

（食中毒利益担保特約）

2. 初期対応費用担保特約

東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社／〒107-0062

資料請求・お問合せ先

（リコール費用担保特約）

4. 施設賠償責任保険

＋

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

組合員の皆様が販売提供した飲食物により、お客様に身体の障害（食中毒や病気・ケガ）を
与え法律上の損害賠償責任を負ったことで被る損害を補償します。

1. 生産物賠償責任〈PL〉
保険（基本加入）

制度の概要

80

ベトナム語のチラシ

14

● 更新申込締切日：平成29年3月31日
（金）

※中途加入は随時受付いたします（
。お申込日の翌月1日から開始となります。）

● 保険期間：平成29年7月1日午後4時～平成30年7月1日午後4時
〈1年間〉

● 新規申込締切日：平成29年5月26日
（金）

全菓連青年部
近畿ブロック
21

平成29年４月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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第937号

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』と『皆様のくらし』を守ります◇

津軽の食と産業祭り出店
出来立てのお菓子を実演販売

で蒸し立てフカフカのお饅

衛生面での壁︒当会が一番

屋外ブースでの実演商品の

ウケが良く︑温かい商品は

り︑冷たいクレープなどは︑

によってまだ暖かい日もあ

本格的な手作りクレープ

檎で全国的にも有名です︒

仇になる年もあり︑毎年︑

お菓子の実演販売ブース

頭はお客様に大変喜ばれ︑

来年もやってくださいの声
もいただきました︒

月中旬と言うのは︑年

青森県菓子工業組合青年部
最初の年にやり始めたのが

賭けのような部分でもあり

かるのが︑地元保健所との

の中弘支部︵弘前菓業青年

の実演販売︒そこから︑次

﹁どら焼き﹂と﹁焼き団子﹂

青森県弘前市は︑桜と林

月の第

会長

ない︑こーでもないと︑会

話し合いを始め︑あーでも

ると︑その年の実演商品の

毎年︑８月のお盆が終わ

の実演販売ブースを出店し

の食と産業祭り﹄にお菓子

日 間 で 開 催 さ れ る︑﹃ 津 軽

二金曜日〜日曜日までの三

ルーツを入れるからダメ︒﹂

ちろん﹁生クリームや生フ

からダメ︒﹂︑クレープはも

熱を入れてない餡を入れる

は︑﹁ ど ら 焼 き は そ の 場 で

てるのですが︑保健所から

客様からは毎年好評を頂い

クレープをやったりと︑お

またある年からは本格的な

いてぜんざいをやったり︑

の年は︑杵つきのお餅を焼

は︑会員で話し合った結果︑

最終的に昨年の秋開催に

み︑その場で餡を手包みし︑

会場にボイラーを持ち込

販売するに至りました︒

蒸し立ての黒糖饅頭を実演

けになったものの︑お陰様

結果︑実演商品は一品だ

ていきたいと思います︒

結力でイベントを成功させ

が︑法規に則って会員の団

見解との戦いとなります

これからも︑地元保健所の

さず安全な形で提供する︒

る商品を︑食品事故を起こ

お客様に喜んでいただけ

ます︒

は︑毎年弘前市で

場に来場されるお客様に喜

と︑ダメ出しばかりされ︑

ル会館で開催されました︒

共催により静岡市クーポー

会﹂が静岡県和菓子協会と

会に替わる﹁第２回春季例

寄付や御祝儀︒②コンパニ

です︒①業者や役員からの

た︒先ず３Ｋの廃止の実行

ものとして企画されまし

合員が自ら作り上げていく

愉しみ交流を深めます︒

飲食を共にしながら歓談を

師の方々にも出席して頂き

が交流会となりご来賓や講

部はお菓子試食会︑第三部

い︑第一部は講演会︑第二

した︒例会は三部構成で行

交換︑交流の場を増やしま

す︒その代わり学習と意見

ケ宴会の３点をやめたので

オンによる接待︒③カラオ

れておりました︒豊富な話

にメモをとりながら聴講さ

ましたので︑皆さん︑熱心

て詳しく講演していただき

材料から業界の現況につい

でもあることから菓子の原

田様は全国和菓子協会会長

き込まれていきました︒細

りの粋な話に興味津津で引

江戸っ子がユーモアたっぷ

をして頂きました︒生粋の

換することでそれぞれのお

互いに切磋琢磨し情報を交

しと感じられ頼もしく︑お

仕事に対する情熱がひしひ

的に協力してくれました︒

のたとえ通り︑皆さん積極

が﹁案ずるより産むが易し﹂

れるか大変心配されました

当初︑皆さんの賛同が得ら

たっています︒この企画は

包装や栞︑価格等多岐にわ

とって下さい︒役員一同お

加して﹁メリット﹂を感じ

合活動にもっと積極的に参

分で掴み取るものです︒組

ょ う か︒﹁ メ リ ッ ト ﹂ は 自

来るかが大切ではないでし

なく︑自分が組合に何が出

が何をしてくれるのかでは

そうだと思いますが︑組合

が多いと聞きます︒何事も

理由に﹁メリットが無い﹂

川嶋将晃

︵ 同 中 弘 支 部 専 務 理 事 ︶・

この例会は従来の新年会と

な
実りある会に

動を目指すもので組合は組

ど

第２回
﹃春季例会﹄開催

日︵金︶新年

講演会・試食会

去る２月

第一部の講演会の講師に

をお願したいと大勢の方か

題と巧みな話術に再度講演

発展につながっていくもの

店の繁盛︑そして業界への

ます︒

役に立つよう頑張っており

の自慢のお菓子や試作品な

す︒これは︑参加者が自店

流できるようにしました︒

ります︒気軽に皆さんが交

ってしまうと動きが鈍くな

式の交流会です︒椅子に座

日︑まんじゅう

５ 月 ８ 日 〜 ９ 日︑﹁ お

祭り︑林神社︑奈良市

４月

行事予定

事長・森田紀

静岡県菓子工業組合副理

は永く暖簾を守り繁栄を続

は︑伊勢市の﹃株式会社赤

どを持ち寄り会場に展示し

時間の経過とともに椅子に

第三部は立食パーティ形

と期待されます︒

福﹄会長の濱田典保様をお

たあと︑参加者がそれぞれ

腰を掛ける方も増えてきま

第二部はお菓子試食会で

ら要望が出ています︒

招きして﹁長寿企業に学ぶ︑

関心のあるお菓子を試食し

19

秘訣をお聞きしたいと前回

永続する菓子屋の秘訣﹂と

ます︒そこでお互いに説明

したが立食の意義は十分に

題して御講演を頂きまし

や質問が行われるのです

た︒今回は東京日本橋の﹃株
式会社榮太樓總本鋪﹄取締

組合活動に消極的な方の

講師の﹁株式会社榮太樓總

は勿論︑原材料︑使用機器︑

発揮されたと思われます︒
粋とお菓子﹂と題してお話

が︑その内容も製品のこと
お菓子試食会会場

役会長細田治様に﹁江戸の

菓子協会会長︶細田治様

奈良
旅行

伊勢さん菓子博﹂研修

富山

24

本鋪﹂取締役会長︵全国和
第二部

けられる菓子店主に継続の



は異なり新しく真の組合活

ています︒

ばれる商品を会議で決める

青森県菓子工業組合理事

のですが︑そこで立ちはだ

10

会

大和田善嗣︶で

10

森
青
岡
静

第937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）
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あなたの お 腹 の お 花 畑

菓子の関係」についての勉

「お腹の中の細菌事情とお

ました。今回はその中から

特に小腸から大腸にかけて

個以上と言われています。

とその数は数百種６００兆

などが存在しており、なん

人間の体には無数の菌類

たいと思います。

りに咀嚼したまとめを記し

森永乳業で腸内細菌の勉強会

大阪府菓子工業組合では
年度末に表示法と新素材研

強会の報告です。去る３月
はこれらの様々な細菌が種

究の二つの勉強会を開催し

日、イワセエスタ研修室

％以上がビフィズ

違います。赤ちゃんの腸内

内フローラ』も人それぞれ

善玉菌の主役は、主に人

は重要だと言えましょう。

腸内フローラを保つ」こと

心を保つためにも「健全な

腸内増殖も期待でき、整腸

届けることも可能なので、

より、生菌の状態で腸まで

や酸や水分を避けることに

細菌は

起こします。また現代社会

し、便秘や下痢などを引き

腸内で有害物質をつくり出

球菌などの悪玉菌が増え、

病原性大腸菌、黄色ブドウ

に減少してウェルシュ菌や

に広く分布している乳酸菌

産出します。他には自然界

謝産物として乳酸や酢酸を

あると生育できず腸内で代

るビフィズス菌で、酸素が

や動物の腸管のみに生育す

よる相乗効果もあります。

ゴ糖を同時利用することに

ミルクオリゴ糖や分岐オリ

ス菌や乳酸菌の餌となる、

ことができます。ビフィズ

効果や免疫強化なども図る

ました。

なお具体的な提案商品と

問合先：森永乳業㈱食品素

があり、これは酸素があっ

て腸に届くのが理想です

材事業部

では様々なストレスやアレ

が、死菌となっても免疫強

３７９８―０１３５

して、森永ビフィズス菌末

ひとつとして「健やかな腸

化といった効果効能がある

Ｂ―３―ＥＸ、シールド乳

内フローラを保つ」ことが

ので、幅広い製品に利用で

ても生育でき乳酸を産生し

重要なのです。『脳腸相関』

ます。チーズや漬物作りに

類ごとにグループをつくっ

という聞き慣れない言葉で

ルギー物資にさらされ、運

て腸の壁面に住み着いてい

ています。腸内細菌の種類

動不足や過食による肥満の

において、森永乳業㈱食品

ます。顕微鏡で腸の中を覗

や数は食生活や生活習慣、

酸菌Ｍ―１、ミルクオリゴ

素材事業部販売統括部の古

くと、それらはまるで植物

りについての研究も進み、

利用される有用細菌でもあ

田 雄 一 郎 氏 に よ り、『 な ぜ

が群生している「お花畑」

マスメディアにも頻繁に取

リスクも抱えています。

いま腸内フローラなの

のようにみえることから、

きるメリットがあります。

の提示があり

か？』と題して、人の腸内

『腸内フローラ』と呼ばれ

すが、脳と腸は迷走神経で

糖ＭＬＣ―

における有用菌類の最新情

はたまた人種や年齢などに

ＴＥＬ：０３―

少期の思い出として磯部せ

う本では、朝吹登水子が幼

した「作家のお菓子」とい

例えば、近頃出版されま

加工食品への利用が図られ

ら感動すら覚えます。

を口にするたび、今更なが

り上げたのかとおせんべい

ようにしてこのお菓子を作

敬を禁じえませんが、どの

た先人の知恵には驚きと尊

よ っ て も 異 な る た め、『 腸

昨今のスィーツブームの

と製造に励んでおります。

も昔ながらの味により近く

こだわりを持っており今で

と磯部温泉の温泉水のみと

群馬県産小麦粉と国産砂糖

強く結ばれており、健全な

せんべいを作り県内県外へ

ャラクター【ぐんまちゃん】

さらには、群馬県公認キ

トなどに打って出ています。

ー」などの体験型のイベン

ねて歩ける「サクサクツア

加工方法を工夫して、熱

お伝えすることに今後も力

ますます古き良きを皆様に

者のぐんまちゃんと一緒に

おります。可愛らしく人気

への良いアピールになって

だけなかった新しいお客様

産物、お菓子（半熟タルト

の酒類のほか、北海道の海

本の果物、ウイスキーなど

来客で溢れていました。日

買い求められていたのが印

理解されている地元の方が

とがあり羊羹の美味しさを

でしたが、日本を訪れたこ

産を専門に扱っている企業

商談会を通じて現地のお土

を受けていました。今回の

の負担があり、難しい印象

大阪府菓子工業組合副理

んべいを懐かしむ文章を書

これらを軽減する方法の

報と、それらの活用最新事
り上げられ、菓子を含めた

いていたり、皇室関係では、

事長・豊下正良

に古くからある鉱泉せんべ

近年それらと健康の関わ

いの製造元です。

古き良きに新しさを添えて

老若男女誰にでも受け入

中、ケーキなどの洋菓子に

のお土産に幅広くご利用い

っております。

を尽くしてまいりたいと思

な ど ）、 牛 乳 も 販 売 さ れ て

象的でした。

等に期間を決めて自社商品

年５月高松宮様にお

ただけますように、商品展

昭和

開も始めました。

磯部せんべいは、薄く軽

お さ れ、「 せ ん べ い 」 と い

を少ない単位でも販売して
うお菓子は、人気度ランキ

もらいお客様の反応をみる

れられる味である事や原材

すぐに効果は出なくても
料がいたってシンプルであ

今回のような機会をつなげ

せんべいを献上し事務官の

おり、どの食品も人気があ

方からお礼のお手紙をいた

組みが広がっています。今

るようでした。ブースでは

い口触りが特徴ですが、そ

群馬県菓子工業組合・櫻

の歴史は重く厚みもあり１

井弓子

後もテスト輸出、テスト販

ようなところから始める方

ングも低く、ずっと寂しい

海外輸出には、価格、取

売の機会があれば輸出に興

て意欲のある組合員のお菓

る事など素晴らしい黄金比

引条件、物流の問題等、企

組合員のお菓子のほか、健

だいたりなど長い歴史を紐

今まで興味を持っていた

３０年余の伝統があります。

磯部温泉名月堂

私共の店は、上州群馬の
西部、妙義山のふところ碓

磯部温泉にありま

氷川の流れに沿った静かな
温泉地

磯部せんべいという上州

食品が並んでおりました。

業での取り組みにはかなり

法もあることを学びまし

来場者の方に北海道産な

味のある組合

子の輸出販売に結びつけば

思いをしてきました。

らではの魅力をその場で

員の参加を呼

康志向の飲み物、ドレッシ

に基づき今でも昔と変わら

•••••••••••••••••••

色々と伝えるのは難しく感

びかけていき

た。北海道内の菓子メーカ

解けばいろいろな方々とも

時代や流行の推移に製造

菓子のみの販売協力も含

じました。クッキーやチョ

ーでも、海外展開への取り

む）いたしました。

コクランチ、大福は香港で

たいと思いま

良いと強く感じた商談会で

北海道庁ではスイーツを

このうち、香港での商談

も定番のお菓子であるよう

す。

ありました。

含めた北海道産食品の輸出

会について報告いたします。

ですので商談で試食品をお

海外へのテスト輸出

きを生かし新しく人々に喜

拡大を目指し、平成

香港ではホンコンフード

渡したバイヤーを通じて販

ング、ポテトチップスなど

ぬレシピで作られておりま

するお店の数も携わる人の

んでいただけるような形を

「新規市場食需要開拓推進

フェスティバルの北海道庁

工業組合事務

北海道の食材にこだわった

す。

作ってゆかなければならな

事業（機能性食品・スイー

出展ブースに組合員数社の

売の機会が増えることを願

局長・渥美さ

数もぐっと減ってしまって

いと思っています。

月香港、１月シン

ツ ）」 を 実 施 し て お り、 当

っています。羊羹は香港で

香港など４地域の商談会に参加

そのために、温泉地磯部

組合も

商品を取り扱ってもらいま

はあまり食べないとのこと

28

いる今だからこそ、古き良

温泉としての働きかけも重

した。会場は開場前から行

年度

要になり、温泉ぐるみで執

ガポール、２月台湾・タイ

列が出来るなど連日沢山の

よ子

北海道菓子
り行える企画を模索しても

と４地域へスイーツのテス
磯部せんべいの店舗を訪

北海道産品展示即売会ブース
ト輸出、商談会へ参加（お

北海道
おります。

12

私共では、特に１００％

つながりがありエピソード

磯部せんべいを生み出し

いそべせんべい ぐんまちゃん

す。

97

となっております。

名月堂

29

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

会を得ました。以下、私な

ています。

左上乳酸菌、右下ビフィズス菌（森永乳業㈱提供）

例のお話をお聞かせ頂く機

ります。これら菌類は生き

ス菌なのに対し、加齢と共

99
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大
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群
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第937号

岡

ホームペ ー ジ を リ ニ ュ ー ア ル

組合
の

組合のホームページがプロ

ある日、福岡県菓子工業

はいまいち…。制作会社に

のがあるでしょう」と反応

い な い か ら 」「 前 に 作 っ た

な い か ら 」「 通 販 は 行 っ て

情報発信

バイダの終了で閲覧ができ

よれば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ど

なくなりました。それまで

やインスタグラムを利用し

な

のデータはなくなり、ホー

イベント、新作菓子

ムページに関する知識が全
て、スマホからも閲覧でき

ス。枠組みとデザインを作

くなく、リニューアルの時

組合の中の関連業者よ
っていただき、あとはデー

るものにすればとアドバイ

り、レオーネ・クオーリと

した。現在、事務局から、
検索して情報掲載していま
す。始めたばかりですが、
１記事につき平均ビューは
２００人とみていただいて
いるようです。
④当組合を応援していただ
いている団体・企業様にも
リンクさせていただいてい
ます。
完成当初は、リンク先の
アドレスをクリックする
と、ブラウザの関係で間延
びして、読み取りにくいな
ど問題もありましたがよう

など、様々なレクチャーを

するか、誰に見てほしいか

どのようなホームページに

やＳＮＳにリンクできるよ

す。各企業のホームページ

いうえお順に紹介していま

①組合員様の基本情報をあ

イントとして、

うに設計していただきまし

ジのトップに掲載されるよ

事や写真が常にホームペー

ムをリンクさせて、最新記

きるようになりました。組

②イベント情報の発信がで

りやすくなっています。

ｃｅｂｏｏｋからも見つか

節限定のお菓子などの情報

③組合員様の新作菓子、季

きます。

ある限り告知させていただ

するものについては連絡が

できればと思います。

般消費者様にも情報発信が

マに沿って組合員様にも一

呼びかけ、それを基にテー

やく解消しました。まだま

いただき、大まかなことを

うにしました。福岡県菓子

合員個々のイベントは難し

発信ができるようになりま

今回のリニューアルのポ

タ入力…

決めて、事務局側としては、

た。これはホームページだ

いですが、複数企業が参加

だ、改善点はあります。今

組合員のデータ集めに入り
工業組合のＳＮＳ、Ｆａｃ
けでなく、インスタやＦａ

６４年東京オリンピックの

を伺いました。お店は１９

社長の小川政男さんに話

ては日本で最も多い人口を

らびに特例市以外の市とし

場所です。政令指定都市な

パーセント増え続けている

内にあっていまだに毎年数

万人、過疎化が進む国

圏の人口急増地でもあり現

㎞

から有名です。東京駅から

ューポラのある街として昔

す。川口市は鋳物の街・キ

ております。

顔として地元で大変喜ばれ

のサンドウィッチはお店の

べても飽きない豊富な種類

す。お弁当に出来て毎日食

会社の昼休みが終わりま

食堂は大行列で待ち時間で

事情は大混雑しています。

集地でもある川口市のお昼

た。工場地でもあり人口密

望で段々と種類が増えまし

で色々やってほしいとの要

日買いに来るから日替わり

大変好評で、お客様から毎

サンドを売り出したところ

最初の調理パンとして玉子

麦パンは小さなお子さんを

ド（１４０円）です。ライ

麦パンレーズンバターサン

て人気が出てきたのがライ

になりました。新製品とし

にも買っていただけるよう

ーキです。こちらは贈答用

して丸型で焼いたバターケ

ですが天使の輪をイメージ

ンゼルケーキ（２９０円）

請け用に売れているのがエ

パンがよく売れます。お茶

して食べて美味しい基本の

の調理パンと違いトースト

円）です。賞味期限が当日

バターロール（一袋２２０

械メーカーや調理器具メー

るお店です。川口は菓子機

切り盛りする大変活況のあ

り家族とパートさん７人で

代目博章さんがメインと成

を受賞しました。現在は二

事業功労者厚生労働大臣彰

認められ今年度の食品衛生

ってあります。衛生管理が

様から全部見えるように造

種類のサンドウィッチ

川口市㈲オガワベーカリー
ーカリーさんを紹介しま

ガラス張で作業風景がお客

です。お店は明るく工場は

卸しはせず自店のみの販売

ました。

持を頂きヒット商品と成り

局・村上豊美

の距離が大田区と同じ

在

さてサンドウィッチをお

さん達に人気が有りますの

ーズンバターは小さなお子

もつお母さま方に人気でレ

是非お立ち寄りください。

りますのでご近所に来たら

カーが軒を連ねる所でも有

オガワベーカリーさんは

１９７１年川口市芝下に移

店の顔としていますが、や
45

お店の看板商品は毎日最

ン（ ２ ３ ０ 円 ）、 二 番 目 が

番売れているのがブドウパ

パンにあります。お店で一

さんお子さんの両方から支

ーをサンドしてみたらお母

でたっぷりのレーズンバタ

事長兼専務理事・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合副理

ィッチ等の調理パンです。

低

種類以上作るサンドウ

頑張ってます。

転し以来

はりお店のこだわりは菓子

15

年地元密着型で

擁してます。

60
70

玉
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年に池袋で創業しました。

福岡県菓子工業組合事務

後は組合員に情報の提供を

ました。組合員さんからは、
ｅｂｏｏｋ、インスタグラ

新しい福岡県菓子工業組合のホームページ
URL http://fukkaren.jp/

「うちには、ホームページ

をご紹介いただきました。

いうホームページ制作会社

期を逃していました。

福
埼
今回は川口市のオガワベ

オガワベーカリーのパン

70

第937号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
子

工
菓
（毎月 15 日発行）

（７） 平成29年４月15日

京都府菓子工業組合青年部

お菓子教室を開催

生の

名の生徒さん達と共

市立元町小学校にて、四年

京都市立元町小学校にて
日（火）に当部

京都府菓子工業組合青年
部は３月

した。

分間の講義

まず初めに上田孝博氏
（葵餅）が約

きました。その後席に戻り、

と子ども達からは歓声が湧
に子ども達も楽しそうに眺

また違った技や道具の登場

子工業組合の今西政博担当

乾杯のご発声は京都府菓

のことができると期待して

新たな事業など今まで以上

京都府生菓子協同組合青

ご挨拶をいただきました。

発 展 に 繋 が る も の だ。」 と

で得た親睦や知識は今後の

話しました。

ご 協 力 を お 願 い す る。」 と

しい山に登る。一時間でも

ックのベトナム文化交流事

また、当部より近畿ブロ
いる。今後も変わらぬご協

二合目ほど。これからが厳

の進行状況は山に例えると

長の島田嘉寛会計が「現在

その後、菓子博実行委員

した。

い。」 と 激 励 を い た だ き ま

の発展に繋げていただきた

ってくる。絆を広げ、社業

れた絆はいずれ商売にも戻

をしてほしい。そこで生ま

自分と考え、積極的に参加

品製作では、皆があっての

副委員長にお願いをし「作

子 ど も 達 か ら は、「 持 っ

部広報・西井一樹

新年会を開催
菓子博に向け協力要請

名増え、

めていました。

子ども達は非常に熱心
て帰って家族に見せたい」

演。仕上げの「しべ」を通
すと子ども達は興味深そう
に見入っていました。
ここで一度席に戻り、各
テーブルに青年部員が一人

年部の狩野琢也部長は「家

業に参加した５人より成果

力 を お 願 い す る。」 と 話 し

の報告を行いました。

進行。まず始めに関雄介部

業を継ぎ、切り替わるタイ

京都府菓子工業組合青年

ミングなどは難しいものが

ずつつき、製作を指導しま

京都府菓子工業組合の佐

あるが、未来の業界を支え

ました。

ていく方々のアドバイスを

長の挨拶で「菓子博では工

野晋副理事長より「菓子博

もらえる場としていただけ

芸菓子と京都ブースでの作

の製作は佳境と思うが、京

月

品と二つを出展する。現在

都らしい若さあふれる作品

モリ

取り掛かっている製作には

「 桜 」 を 製 作 し、 先 ほ ど

いただきたい。当部は先週

を期待している。菓子博は

た ら と 思 う。」 と ご 挨 拶 を

四条猪熊本店にて、

日（ 月 ）、 中 京 区

部（関雄介部長）は、

タ屋

それぞれ少しでも携わって

した。

新年会を行いました。親組

名での開催となりまし

ます。適当な固さになった

部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

て閉会しました。

最後に恒例の祝い締めに

の実演を思い出しつつ、丁

合、関連業者様を合わせて

再び前に集まり上田悟史
約

いただきました。
名とな

業界最大のイベント。そこ
みを受け、部員は

か えびす

より一社からの入会申し込
白井謙吾庶務の司会にて

た。

と う

のように無糖ではなく、甘

実は生地はかなり甘さが

ます。そのルーツになった

蛮菓子の製法とミックスさ

けに出された同社ですが、

創的なヒット商品を立て続

後年、チロリアンなど独

で、色は新春を寿ぎ、ねじ

紅（ピンク）白のねじり飴

福笹と、「のし飴」である。

き、これを冷却板の上で冷

がでるように空気を入れて

で和歌山市では昭和

葉で語尾に付ける「のし」

年頃

いない飴を巻いて、これを

一定の長さにハサミで切っ

支部飴栄会が

まで和歌山県菓子工業組合

軒ほどの飴

たあと「のし」の形にねじ

べっさん」の日だけに売ら

グラムで１本２００円。「え

造 は ２ 軒 に な っ た。（ 鈴 木

は和歌山市内「のし飴」製

屋を組織していたが、今で

ところで、飴引き（機械）

裕範著

って仕上げていく重さは

で空気を入れて成形し、外

れる名物の「のし飴」は、

紀州の和菓子より

側に色のついた飴を三枚貼

和歌山県菓子工業組合事

務局長・高橋義明

橘本神社に献上された「のし飴」木下製菓

れる。名前の由来は紀州言

初で、各地に広まったとさ

参考）

海野製菓

明治時代に創案したのが最

１本２００円

各、神社境内で販売されている

り付ける。その上から光沢

•••••••••••••••••••••••••••••

十日戎「のし飴」

すことが多いのですが、九

飴は、かつて子供のころ

明治時代から長寿を願って

このところ、お饅頭とい

から高齢者まで人気のある
菓子だった。１月

のが今回ご紹介した千鳥饅

の３日だけは「えべっさん」

頭総本舗様。単に千鳥屋さ
んとお客様から呼ばれるこ

（十日戎）で、和歌山県内

あり、それだけでも満足感

とが多く、福岡を本店とす

の神社で商売繁盛を願って

は十分です。中の餡は北海

る同社のほかに、親戚の方

い和菓子生地になっている

道産の手亡豆とザラメの砂

が営む株式会社千鳥屋本家

福を求める人でにぎわう。

のです。

糖で炊き上げた真っ白いさ

（福岡県飯塚市）や株式会

参拝客が買い求めるのが

れ、高い職人技で独自の和

縁起物である吉兆を飾った

日前後

つまりこの特徴のある生

社千鳥屋宗家（大阪府）な

菓子として進化を遂げた完

らさらの極上あん。

地、に黒い小豆餡は合わな

どがあります。

州だとシニアの人々の間で

このことを九州以外の方

いのです。これこそが、中

は、焼き饅頭を指すことが

多いようです。その代表格

その皮の生地は、小麦粉

はあまり知りません。

国から伝わった饅頭が、南

う和菓子がとても人気にな

大饅頭という商品もあり、
普段のおやつやおつかいも

その饅頭ですが、一説と

のにかかせません。

して九州にルーツがあるの
をご存知でしょうか。そし

が千鳥饅頭。文字通りオー

て今、進化した形で蒸し饅
頭から焼き饅頭などに分か

ブンで焼いた生地で白餡を

るのは延命・長寿の意味が
数百年前にできたこの焼

れて全国に存在していま

焼き饅頭としてのルーツは

き饅頭をヒントに、九州で

成形なのです。
を配合し、食感のよさや日

に卵、上白糖、米飴、蜂蜜

持ちを追及して、かなり高

方は水飴と砂糖を鍋で焚

込められている。飴の作り

変わっているのが生地

ます。

とても興味深いものがあり
で、カステラ生地・小麦粉

す。今回はその九州で独自

挨拶する関雄介部長

寧に作ってくれました。

氏（きねや菓舗）が「菊」
の実演・説明を行ない、間

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

近で技を披露し、完成する

30
50

っているようです。日本三

饅頭総本舗様」

る。ここ２年で

「菊」の製作へ。

で、たくさん質問をしてき

を行ない、菓子の歴史や原
材料、和菓子を五感で食す
「普段から目にしているお

来て嬉しかった」など嬉し

菓子を自分で作ることが出

い言葉をもらい、改めてお

てくれ、楽しい時間となり

二品の製作を終え、続い

菓子の持つ力やこの活動の

ました。

て坂井英夫、上田悟史両氏

話に加え、食育の観点から

による菓子の実演を行ない

「いただきます」の意を唱

続いて製作体験に移り、

えました。

今回はねりきりの【桜】と
意義を感じました。

にお菓子作りを実施致しま

ました。坂井氏は「紅葉」

の歴代部長会と合同で京都

【菊】を製作体験。

は洋風の乳菓と呼ばれる新

京都府菓子工業組合青年

しい饅頭も沢山作られてい

と季節にちなみ「梅」を実

い職人技でさっくりと黄金

演。上田悟史氏は「鈴」
「落

色に仕上げているのです。

子ども達に集まってもら

生地をつかっているとこ

い、坂井英夫氏（船屋秋月）

ろ、つまり生地が薯蕷饅頭

し文」を実演。先ほどとは

東京や京都では饅頭とい

が「桜」を説明しながら実

えば皮の白い薯蕷饅頭を指

株式会社

54

30

30

千鳥

「福岡県

元町小学校でお菓子教室
包んだ逸品です。

10

30

14

進化を遂げた焼き饅頭につ

尾関 勇

45

17

1

和歌山

14

いてご紹介したいと思いま
す。

【13】

平成29年４月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第937号

催しました︒

その⑤

要な社員が１人も抜けない

いる︒事業承継しても︑重

いうところをキチンと見て

金融機関など外の人はこう

納品先や取引先︑お客様︑

はガクンと落ちてしまう︒

句を言ってはいけない︒

うにしてもいい︒先代は文

であり後継者のやりたいよ

子で決めたのなら﹁流行﹂

い︒販売手法である︑と親

ま引き継がなければならな

礼家具を買いたいだろう

る家具屋で︑娘の幸せな婚

そうだ︒親子で喧嘩してい

うだが︑その後は下がった

時︑売り上げは上がったそ

具会社はお詫びセールで一

められることになる︒某家

目だ︒社長と後継者の２人

社長と後継者の間に入る役

をする時︑一番多いことは︑

私が事業承継のお手伝い

いで第三者に任せればいい︒

だから︑無理に教育はしな

と︑喧嘩になってしまう︒

てはまるので︑皆さんの会

業種︑地域に関係なく︑当

このような問題は規模や

いる︒離れた客を狙ってい

何よりライバル会社も見て

か︒お客様も見ているし︑

継者に言う︒後継者は私に

社長は私に言って︑私が後

ですると喧嘩になるから︑

ことが大切だ︒
これでうまくいかなかっ

社でも起こり得る︒親子で

言って︑私が社長に言う︒

た例は︑１年くらい前の某

るのである︒こうなったら

家具会社だろう︒先代は会

喧嘩していると社員は出て

社員との方と信頼関係を

について話をしておけば︑

る暇はないので︑自分でで

く︑事業承継に時間をかけ

中小企業の社長は忙し

を曲げられてしまう︒親子

なんかやらないよ﹂とへそ

く言うなら︑おやじの会社

は﹁冗談じゃない︑うるさ

さく言ってしまう︒子ども

た︑親はつい子どもにうる

度もやったことがない︒ま

りして︑後継者の教育は一

る必要はない︒第三者を入

きない方であれば︑無理す

む︒従って︑親子で話がで

的にならないので話が進

言うべきことを言い︑感情

フリー役をすれば︑皆さん

あ落ち着いて﹂と︑私がレ

い︒ヒートアップしたら﹁ま

ップしても喧嘩にならな

楽に来て︑安い家具も売る︑
と喧嘩になってしまった︒

してほしい︒少なくとも過

株は後継者の長男に全部渡

だろう︒この場合︑会社の

ているようなケースは多い

男と三男は別の会社に勤め

り︑専務取締役をして︑次

男が後継者候補で会社に入

る︒子どもが３人いて︑長

のを事業承継の時︑親子で

けないものと変えていいも

の ﹂︒ つ ま り︑ 変 え て は い

るべきもの﹁変えていいも

くらでもある︒自社株の評

２億になっていることがい

式の評価が５千万︑１億︑

万円で作った会社の自社株

しない︒ただ︑資本金１千

も低い評価額なら見向きも

利がある︒自社株といって

三男は自社株を相続する権

者︵後継者候補︶も次男︑

長男が専務取締役で後継

いと大変なことになる︒

か︑遺言書すら書いていな

る︒すると事業承継どころ

亡くなってしまう方がい

頭で売っていたものをイン

手法などだろう︒今まで店

えていいものだから︑販売

あるから︑遺留分減殺請求

遺言書を書いても遺留分が

ようにしていただきたい︒

後継者に︑間違いなくいく

る可能性がある︒自社株は

ら見られ︑一気に転げ落ち

いってしまう︒それを外か

い﹂と︑優秀な社員が出て

の会社に移ったほうがい

から︑もらえるうちにほか

したら退職金をもらえない

しまうかもしれない︒倒産

る︒﹁ こ の 会 社 は 分 裂 し て

の争いを知ると不安にな

にピンチになる︒社員がそ

も︑これをしていると本当

てことになると︑腕のいい

で︑政府から金融機関への

行ったが︑法律ではないの

た︒金融庁と中小企業庁で

するガイドラインができ

数年前︑経営者保証に対

してくれたと思う︒

が︑久しぶりにいいことを

中小企業は後回しになる

をすると大企業が中心で︑

しれない︒政府が経済対策

個人保証が不要になるかも

ば会社の借入時に経営者の

ン ﹂︒ 条 件 が ク リ ア で き れ

者保証に関するガイドライ

中小企業には朗報﹁経営

らしたら﹁冗談じゃない﹂

願いをされた︒金融機関か

とらないでくれ﹂というお

る時は︑社長の個人保証を

リアした中小企業に融資す

が︑金融庁から﹁条件をク

くて融資できない︒ところ

金融機関はこれがないと怖

保証をするのは当たり前︒

合い入っているので︑個人

売ってでも返してやると気

なかったら︑自分の土地を

会社で５千万円借りて返せ

人保証を取る︒創業社長は

金を貸す時︑大体社長に個

金融機関が中小企業にお

者かも知れない︒先代と違

して一番楽になるのは後継

開もできるはずである︒そ

ろうか︒思い切った事業展

れだけ皆さんが楽になるだ

ですよ﹂と言われたら︑ど

で﹁個人保証はなくていい

る可能性がある︒次の融資

きれば︑経営者保証が外れ

り前のことが当たり前にで

のが中小企業である︒当た

る︒ただ︑それができない

当たり前のことを言ってい

とは難しいが︑条件自体は

たい︒条件をクリアするこ

は︑うまく使っていただき

資担当者に言って欲しい︒

るので︑興味のある方は融

証を外した会社は幾つもあ

この制度を使い︑個人保

いという子どもは出てくる︒

れれば︑後継者をしてもい

う方は多い︒個人保証が外

後継者になるのは嫌だとい

うか︒個人保証が嫌だから︑

な要因の一つではないだろ

後継者不足は︑これも大き

て﹂という可能性もある︒

るなら離婚してからやっ

さんが反対し﹁保証人にな

い︒本人がやる気でも︑奥

が気楽でいいという方も多

たい︒

ある方は挑戦していただき

受けられたりする︒興味の

営者保証が外れて︑融資を

えたり︑場合によっては経

滑になったり︑限度額が増

ているので︑次の融資が円

明確にする等の条件になっ

決算書等の曖昧な部分を

価されるはずだ︒

経営姿勢は金融機関から評

い﹂と応援してくれ︑その

者保証を解除してくださ

この条件をクリアして経営

ックアップするから︑ぜひ

は ず だ︒﹁ う ち の 銀 行 は バ

親子で経営理念や販売手法

半数︑できたら３分の２以

価が３億円あるとしたら︑

され︑後継者である長男が

やんわりとしたお願い︑の

という制度である︒しかし

後継者がイニシアティブ
を取得できない問題があ

全菓連斡旋図書
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ターネットで売るのは︑当

ばお客様は増えるし︑売り

ところが︑後継者は流行

変えていい︒

代が変わったら︑どんどん

たり前の時代だ︒状況や時

のことばかりしようとす

上げも上がる︒社員は︑ボ

員制にしてマンツーマン接

あるいは３人で話し合いを

会社にある経営理念や社会

作るには︑不易の部分が重

ああならなかっただろう︒

きないところは専門家を呼

れてレフリー役をしてもら

して︑私が司会進行役をす

会社のピンチになるのは間

的責任︑社訓など︒精神論

要であると思う︒社員から

この問題は経営理念なのか

んでしてもらえばいい︒後

だから感情的になったり︑

えば︑円滑な事業承継がで

違いない︒

いく︒外の人も見ているか

のにぴったりだ︒不易流行

的なものは︑先代の社長が

信頼を得られる後継者は︑

販売手法なのか？私も考え

遠慮や照れがあって︑コミ

きる︒

ら︑金融機関から融資が止

客し︑高い家具を売る︒後

ができている会社はバトン

作ったものをそのまま引き

先代の経営理念を引き継い

た︒この問題は経営理念と

継者選びは社長がすればい

ュニケーションを取ること

担当者は驚くと同時に﹁冗

継者はそんな時代ではない

タッチしてもうまくいく︒

継 が な い と い け な い︒
〝先

だ人だ︒先代と後継者の経

エンジニアや優秀な営業マ

いと思うが︑後継者の教育

は難しい︒でも︑とらない

談じゃない﹂という顔をす

上︒おやじさんが生きてい

事業に携わっていない次

感覚である︒従って︑金融

経営者保証の解除

る間は︑事業承継をしなが

男︑三男も１億円ずつもら

不利になることがあるの

機関も融資している中小企

自社株式の継承

ら︑税金のことも考え︑長

で︑自社株問題は気をつけ

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

麻布法人会では︑木﨑海洋氏︵行政書士︶を講

る︒インターネットで売れ
話しているところは事業承

ーナスや給与が増えるから
喜ぶ︒ただ︑社員はそれで

継がうまくいく︒話ができ

なりかねない︒

ていないと会社のピンチに

師に迎え﹁相続と事業承継﹂について講演会を開

先月号より続く︒

﹁不易流行﹂とい
う言葉
松尾芭蕉の不易流行とい
後継者との信頼関係ができ

これができてないと︑子ど

代の経営理念はおかしいか

営理念等が違っていると︑

ンが独立したり︑ほかの会

も販売手法とも言えると思

は難しい︒製造業の社長は

い︑後継者は生きた時代も︑

るかもしれないが︑本気で

ているわけではない︒

もの代になった途端︑おか

ら︑おれの理念でする〟と

社員はどちらの言うことを

った︒経営理念である︑と

何十年と物を作ることばか

経済状況も違うから︑５千

するとなったら︑開き直る

不易に当てはまるのは︑

しくなる︒場合によっては︑

いう後継者の方は︑事業承

聞いたらいいか︑迷いが出

社にいってしまう︒外から

親子で話をしておけば﹁不

国から言われたため︑無視

万の個人保証をするなら︑

う言葉は︑事業承継をする

倒産してしまう︒

継をせず︑自分でやりたい

見ていて﹁あの人が辞めち

易﹂であり後継者はそのま

するわけにはいかないが︑

サラリーマンしているほう

男に生前贈与をするとか︑

う権利があるので︑黙って

ていただきたい︒

る︒すると親子でヒートア

不易とは﹁変えてはいけ

事業を立ち上げるべきだ︒
てしまう︒更に﹁後継者の

ゃったの﹂となると︑外部

業の社長にいちいち説明を

自分たちに不利になるので

から︑非会員制で誰でも気

ない﹂こと︒流行は︑時代

言うことは全然ついていけ

しないので︑知らない経営

積極的にならない︒皆さん

遺言書を書いて全部渡すと

いない︒それで争いになっ

専門家に後継者
の教育を

や状況というどんどん変わ
流行に当てはまるのは変

ない︑冗談じゃない﹂なん

からは不安視され売り上げ

者も多い︒

木﨑 海洋 氏（行政書士）

ている中小企業は多い︒で

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）

相続 と 事業承継

か︑準備をしておけばいい

定価：3,050円（税別）

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答













































が︑できていなくコロッと

定価：3,500円（税別）

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

決定版 和菓子教本

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
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第937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）

（９） 平成29年４月15日

全菓連では全国組合研修会で﹁後継者たちの意
見を聞こう﹂をテーマにパネルディスカッション
を行いました︒

先月号より続く︒

線を行く企業で修行し︑頭
の中は﹁あんなこともこん
なこともしたい︑こうある
べきだ﹂が占め︑ステップ
を踏んで進むより︑早く上
に行きたいと思う焦りと夢
を語るばかりでした︒父は
長年経営者をしているの

関係で︑うまくいっている

タ ー・ 全 菓 連 ︶ 先 代 と の

渡辺嘉一郎︵コーディネー

なくなればいい﹂と思った

私だと思いますが﹁早くい

今から思えば反省すべきは

きた時︑けんかをしました︒

が一切ないので︑話がかみ

合わなければ交わるところ

かち合えばいいのですが︑

のを決めることは︑うまく

夢を語ることと︑経験でも

先代との関係︑次の後継者

のか︒また︑次の後継者を
ほど大変な時期もありまし
合わなくなり︑議論を断ち

で︑経験でものを語ります︒

どう考えているか︑お話し

切ってその場を去る状況で

その②

す︒

勉強をさせてもらっていま

ことだったのか﹂と思って

言っていた言葉はこういう

ていました︒自分は﹁こう

らって︑親のすねをかじっ

ダブルスクールもさせても

もらい︑経営勉強のために

の

年間はそういったこと

見てこれなかったので︑こ

苦悩は︑実際に肌に感じて

者として抱えていた問題や

全権は私がしていますが︑

りました︒現状︑ほぼ経営

と皆さん同じようにぶつか

って来て︑１年仕事をする

ったと予測します︒私が会

経験の無さで大変な苦労だ

た時︑自分の知識︑技術︑

を作らないといけなくなっ

内ヶ嶋修︵五家宝たねに・

たのかなと感じています︒

材となり︑うまく流れてき

になってしまうので︑緩衝

ん︒逆に﹁自分の代で店を

われたことは一切ありませ

私は︑父から家を継げと言

山 口 彦 之︵ 空 也・ 東 京 ︶

生の時︑父が

歳で脳の病

きました︒ただ︑私が高校

たい﹂と伝えながら進めて

いうことをして継いでいき

み合いません︒父親と息子

で︑正直なところあまりか

は性格が変わっていたの

を経験してきました︒父親

利屋さんというか︑本当に

たところの補修したり︑便

除をしたり︑工場で気づい

父は毎日会社に通って︑掃

ていました︒ただ︑お菓子

仕事である﹂と頑なに信じ

場が菓子屋の一番なすべき

社に入った時は﹁製造の現

るので︑私の師匠が父にな

が︑１つのものを作ってい

ているのかもしれないです

埼玉︶ うちは少し変わっ

れたこともあり︑その中で

まで行ける学校に入れてく

いてくれたレールは︑大学

しています︒ただ︑親が敷

たことはあったように記憶

しめてもいい﹂と話をされ

する体制になりました︒

て︑母と私で代表を分けて

に代表を退きたいとなっ

った翌年に︑父が

てくれました︒私が店に戻

中心になり︑店を支えて来

になりました︒それで母が

気になり︑左半身が不自由

同じ会社で仕事していた

おやじと息子が︑四六時中

村 中 洋 祐︵ 甘 泉 堂・ 福 井 ︶

くしていると思います︒

解した上で︑まあまあうま

が︑私としては人間性も理

見受けられないものです

が仲がいいご家庭はあまり

けたまま帰ってきて︑家業

何も習わす︑小僧をやりか

亡くなったので修業先から

父の先代︑僕の祖父が急に

す︒ただ︑父は苦労人で︑

ると尊敬すべきだと思いま

ない︒そういう姿を見てい

自分の会社が好きでたまら

と︑初めて財布のヒモが緩

とれて︑お客様が納得する

したものすべてバランスが

パッケージ︑価格帯︑そう

が︑接客やお店の造り方︑

一番重要かもしれません

いしいお菓子を作ることが

屋はもちろん製造する︑お

なくなり︑悪いパターンに

状態なので︑話すことが少

問しても︑答えてくれない

言わない︒こちらが何か質

てきて︑それ以外はあまり

て覚えろ﹂と一方的に言っ

ことに関しては︑父が﹁見

るわけです︒すると︑作る

歳の時

というのが︑子どもへのメ

﹁自分の人生を考えなさい﹂

任せきりで来ているので︑

た︒けんかの後︑グチを言

私と一緒に話して︑何とか

いに行き︑修業先の社長は

せん﹂となり︑ここが価値

父親に納得してもらいま

ください︒

観の違いになってきます︒

槌 谷 祐 哉︵ 槌 谷・ 岐 阜 ︶

そういう意味では今ある技

うちの場合︑おふくろがち

の店や会社が︑地域の中で

陥ったと思った時期もあり

術はうちの職人から習って

どういう位置付けなのかを

みます︒ところが︑売り方

は他県のお菓子屋さんに勉

覚えていったようです︒し

社で製造するスキル︑販売

揺るがしかねない︒若い方

を継ぐ準備を始めました︒

ーマンスで仕事している

強に行っています︒僕も跡

するスキルは︑誰が来ても

ら︑絶対に仲が悪くなると

時︑同じ職場にいたわけで

を継ごうと言った時は︑お

やろう︑しっかりと習って

同じものができる︑同じサ

年前のことです︒このため︑

した︒こちらの立場が変わ

大学や３年間外の釜で飯

はありません︒仕事をして

帰ろう﹂という強い気持ち

ッセージだったのかなと思

﹁うちもそうだったよ﹂と

を食わせてもらい︑サラリ

いた父親の姿は︑幼稚園の

しやすいようなパッケージ

を持っていたと思います︒

ました︒今でもそうなりま

っていった中で︑だんだん

ーマン生活もさせていただ

す︒間に母親がいてくれた

ングにして︑お菓子の本質

すが︑売り方などは母親に

折り合いを付けて︑お互い
続いていました︒今ごろに

いたり︑家業を継ぐにあた

ゃきちゃきした人で︑父と

ームになることはないと分

以外の部分の見た目も考え

や見せ方に傾倒していく

話してくれました︒なぜそ

なって仏前に手を合わせ︑

かし︑だんだんと嗜好が多

かりつつも︑何かしなけれ

と︑今度は﹁あいつは仕事

んなに︑けんかに至ったか
に少し冷静になって話をす

その時親はいないという︑

やじは菓子屋の３代目であ

ので︑随分助かっています︒

問題ではなく︑お客様サイ

ば変わっていかないと思

そのころには研修会や勉強

ました︒中学１年生の時に

ですが︑最近になって息子

短期間で社長に上がりま

るようになりました︒

ころ︑店番の手伝いをした

僕は面と向かうと大げんか

ドに和菓子屋としての距離

のトレンドにアンテナを張

会もなかったと思います︒

父が白血病を患い︑骨髄移

と父はある１つの事象の議

っては︑実際に現場に入り

様化し︑多種多様なお菓子

から︑真面目にうまい菓子

感を感じたことです︒和菓

ービスが提供できることを

思います︒僕の息子は跡継

植して生き残れましたが︑

論でも︑話している方向が

まさに親不孝の典型です︒

こがれの対象でしたが︑戻

％でし

今︑そういう方はなかなか

ぎをするということで︑今

それ以降入退院の繰り返し

したので︑家業だけに父が

中で見ていただけで︑経営

を作り続ける﹂が

ながらのブランディングし

父親が現場で︑フルパフォ

で︑健康ではない父をずっ
全然違うところにあるとわ

ながら専門学校に通わせて

かという流れが︑少しずつ

た︒ところが︑若い世代は

い︑２０１１年に立ち上げ

います︒

と見てきました︒そういう

今になって﹁あのころ父が

変わりつつあると感じてい

子屋さんの場合︑のれんが

ジェネレーションギャップ
ます︒その流れを肌で感じ

美味しいのは当然で︑それ

たのが空いろです︒立ち上

斐もあり︑ここ数年は新し

た展開をしました︒その甲

サイトシングルと言われる

出ない気もしますし︑パラ

ンギャップも理解したうえ

考えれば︑ジェネレーショ

と︑変えてはいけないこと

りながら︑変えていくこと

５年ほど前から和菓

槌谷

代前半で︑い

げるには︑先代との意見の

を判断し︑どこに軸足を置

前面に出て︑人は出てきま

で︑会社の経営方針︑人材

せん︒洋菓子とは違います︒

ような若者には︑正規雇用

以外の部分にも力を入れな

い和菓子の存在というか︑

いと売れない時代だと感じ

違いもありました︒それを

ま和菓子屋さんをやろうと

また︑文化的な背景を掘り

くかを考えなければならな

したり︑勉強している方で

ています︒他方︑先輩方は

いと思います︒

いうシチュエーションで召

しょう︒そういう方と︑い

育成を考える時代だと思い

り方で作ってみてもいいと

ます︒

それから︑社会的に言う

考えています︒逆に言うと︑

ではなくても︑数年間遊ぶ

と︑お客様の菓子に対する

そういうのをお客様に見て

給料くらいもらえれば︑と

意識が変わってきていると

もらうことにより︑納得し

もともと伝統的なお菓子以

した人も含めて雇用を進め

思います︒菓子屋は甘いも

ていただけることにもなり

外︑見た目や今まで使わな

ないと︑今︑地方都市では

のを作っているのに﹁甘く

ます︒材料も改め︑昔のや

メディアもおもしろがって

るという新しい道も切り開

人材確保が難しい︒それで

なくて美味しい﹂と言われ

り方で手を抜かず作る︒そ

報道したり︑いろいろあり

ジェネレーションギ

けてきたと思っています︒

は︑私どもの理念を伝え切

る時代になってきました︒

こに固持することを︑お客

下げた和菓子は︑素晴らし

ていくことでファンが付い

村中

れるはずもなく︑日々こな

トレンドが変わっているこ

様に見せることもいいと考

い食文化であることは間違

て︑５年も続けたら︑身内

ャップは︑間違いなくこの

していく方々との仕事にな

とは間違いなく︑お客様の

技術がすべてと思われる方

２０１０年頃︑お客様から

にもある程度認めてもらえ

世の中に存在しておりま

り ま す︒﹁ お 客 様 を 思 い︑

嗜好に対応した商品を提供

えています︒

がいるかもしれないと思

の距離感が遠くなってしま

たかなと思っています︒

す︒一般的に︑最近の若い

美味しいお菓子を作らなけ

しなければならない部分は

ま現役バリバリで息子に代

っている︑と思いました︒

和菓子は︑枠にはまって

人は折れやすく︑折れたら

ればだめなんだよ﹂と伝え

あります︒ただ︑トレンド

を継がせようという先輩と

山口

私の製菓学校での仲間から

いることが多いので︑空い

立ち直ってこない方も多数

るためには︑ある程度はし

だけに右往左往すると自分

次号に続く︒

もう一度昔風のや

会社の中で新しく﹁空いろ﹂

﹁店はどうなの﹂と本音で

ろでは︑その部分を取り払

います︒昔︑皆様が修行に

つけなくてはいけません︒

内ヶ嶋

というブランドを立ち上

聞いたり︑関連する企業が

代の女性

い︑特に和菓子に触れるこ

行かれた時﹁げんこつされ

私が感じていることは︑会

仕事に付く方もいる︒そう

ェネレーションギャップで

げ︑６年目になりました︒

行っているアンケート結果

とが少ない

ても︑石にしがみついてで

かった洋の素材を取り入れ

す︒生菓子に限定すると︑

５年間続けたことで︑お客

を見ると︑びっくりするよ

も何とか技術を盗み取って

ましたが︑しっかりと続け

お客様は上生菓子の菓名に

様や同業の皆様にも知って

りにしました︒そういう中︑ にも︑洋菓子と同じように

うな和菓子離れを目の当た

かわいい︑手にとりやすい︑

いないですが︑２００９〜

どういう意味があるのか︑

いただける店になってきた

ちょっとしたプレゼントに

い︑この質問をさせていた

デザインとどう関連してい

と思います︒空いろを始め

１軒の店がアクションを起

は︑見ている視点が若干違

るのかという文化的な部分

ようと思ったきっかけは︑

こしたところで和菓子がブ

だきました︒

はあまり理解されず﹁きれ

ジェネレーションギャップ

30

２０１１年︑空也の

いだからこれでいい﹂とお

で︑それも売り手サイドの

20

もう１つはお客様とのジ

求めになる方がいる︒今ま

︑

では﹁うまければいいんだ

うのではないでしょうか︒

し上がるのか︑どう売るの

99

さんが考えた質問ですが︑

空いろのクッキー「TSUKI」

どういうことでしょうか︒

30

次はジェネレーショ

渡辺
ているのは

歳の時に父を亡くし

10

家にいても腹が立つ状況が

10

65

子に対する価値観や︑どう

私は

55

かりました︒こちらは最前

後継者たちの
意見を聞こう

父と私は︑修行から帰って

パネルディスカッション

ンギャップについて︑槌谷

36

平成29年４月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第937号

（11） 平成29年４月15日

工

聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）

新

第937号
全菓連では︑全国組合幹部研修会で浅田美明氏

︵有限会社五感代表取締役社長︶を講師に迎え︑

﹁街のケーキ屋さんから大阪の菓子ブランドへ﹂

をテーマに講演を行いました︒

先月号より続く︒

親の病気が次のターニング

人生の分かれ道
︵ターニングポイント︶

１つ目の人生の分かれ

ポイントだった︒そして︑

った柴崎保樹シェフを通

道︑ターニングポイントは︑

じ︑安井寿一シェフがつく

ホテルプラザの職人であ

からスタートした︒私はこ

られたヌーベル・パティス

人との出会いである︒

の原点がなかったら︑いき

お金が無いため小さい店

なり今の五感はできなかっ

リー・トゥ・ジャポンでお

期だけれど︑大阪の本当の

テレビは今では吉本全盛

なかった︒

んなに深い街のイメージは

まれているので︑大阪はそ

の北側の大阪市東淀川で生

育ちと言っているが︑淀川

い︒私自身大阪生まれ大阪

きかった︒船場の街と出会

の新井さんとの出会いも大

１回勉強会にお越しいただ

論語を読み︑１００歳で月

人間学の権威で︑７歳から

も携わった大先生である︒

で あ る︒﹁ 到 知 ﹂ の 創 刊 に

の先生である伊與田覚先生

だ︒また︑父の幼少期から

あるのは父と母のおかげ

父だ︒今の五感の考え方が

五感の理念書の原点は︑

ところまでしっかりと見て

間はいずれ死ぬ︒その死ぬ

しの死に様を見なさい︒人

そうだが︑伊與田先生は﹁わ

も迷惑をかけると言われた

んやお孫さんから︑行って

考えられておらず︑お嬢さ

るまでは勉強会をすべきと

初めはそういう時期にな

私は思う︒

果︑信頼関係が深まったと

営をするようになった結

配すべきとわかりやすい経

利益は必要無い︒社員に分

社を継続運営できる以上の

事に行き着いた︒そして会

裸でオープンな経営をする

り︑決算書を公開し︑素っ

その④

歳から平川風月堂のシ

大阪 の 菓子ブランドへ
浅田 美明 氏（有限会社五感代表取締役社長）

ようになった︒自分の幸せ

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」

A4 280ページ 250円（税別）

「わかりやすいお菓子
の表示（表示ポスター）」

平成２8 年７月
菓子の表示制度研究会

A2版 20円（税別）

わかりやすいお菓 子の表 示
わかりやすいお菓子の表示

①名称
菓子の一般的な名称を記載する。
（注）１ 欄名は
「名称」
に代えて
「品名」
「品目」
、
「種類別」
、
「種
、
類別名称」にしてもよい。
２ 名称は枠内でなく商品の主要面に表示することがで
きる。その場合、内容量、固形量又は内容総量も同じ面
に表示することができる。

①名

③添 加 物

▽フィラデルフィアクリ

◎講習会

日︑中

ームチーズを使ったワンラ

ンク上のお菓子＝

島寛氏︵マダムアッシュ︶

日︑

▽北海道チーズと九州食

いちご、砂糖／ゲル化剤（ペクチン）
、酸化
防止剤（ビタミン C）
（３）表示方法は、
・物質名で記載する（例：ソルビトール）
・使用する用途名と物質名を併せて記載する
（例：甘味料（キシリトール）
）
・一括名で記載する（例：乳化剤、香料）
など大きく３つに分けられる。

▼輸入菓子製品の原産国名・輸入者等の表示
輸入菓子製品は、
⑥と⑦の間に原産国の項目を設け
て「原産国名」を記載する。
製造者欄の項目は、国内で表示内容に責任を持つ輸
入者又は加工者・販売者として記載する。

義務表示項目についての留意点
◎どこに表示すればよいか
容器又は包装の見やすい箇所。外装する場合は外装
紙に表示するか、又は容器の表示が外装紙を透かして
読めるようにするか、隠れないようにする。
個包装に表示した菓子を詰め合わせて外装する場合
であっても、その内容が読めない場合には外装に表示
が必要。
◎誰が表示を行うのか
表示内容に責任を持つ製造業者、加工業者、販売業者
（製造業者等と合意があった場合に限る）又は輸入業者
◎表示の大きさ
８ポイント以上の活字。
（表示可能面積がおおむね
150 ㎠以下のものは 5.5 ポイント以上）
◎商品名が一般的名称の場合又は商品名に近接した箇
所に一般的名称を併記した場合は、名称の項目を省
略することができる。
（例：○○味のポテトチップ）
◎原材料名、内容量、賞味期限及び保存方法の別記表示
一括表示部分に表示することがどうしても困難な場
合、
「商品表の上部に記載」など様式の中に記載箇所
を表示し、他の箇所に別記することができる。
◎様式による一括表示以外の方法
○価格などを表示するシールに、まとめて分かりやす
く表示する。
○容器包装の形態にあわせた工夫の表示として、様式
を基本としつつ、表示順序を変更したり、様式の項
目名を同一の意味と容易に判断できる項目名で記載
したりすることができる。

和半生菓子
砂糖、カスタードクリーム（全粉
乳、卵、砂糖、小麦粉）
、還元水飴、
寒天
甘味料（ソルビトール）、着色料
（クチナシ）

④内 容 量

250ｇ

⑤賞味期限

平成 28 年 11 月 30 日

⑥保存方法

直射日光、高温多湿を避けて保存
してください。

⑦製 造 者

○○○株式会社＋Ａａ
（※）
〒OOO－OOOO
東京都○○区△△－▲▲

お客様ダイヤル 0120（〇〇）
〇〇〇〇
栄養成分表示（製品 100ｇ当たり）
※
エネルギー
たんぱく質
脂質
－飽和脂肪酸
炭水化物
－糖質
－食物繊維
食塩相当量

③添加物
（１）使用した重量の高い順に記載する。
（栄養強化目的の添加物、加工助剤及びキャリー
オーバーの物質を除く）
（２）添加物欄を設けず原材料名欄に併せて記載する場
合には、記号、改行、区分線などにより原材料と
明確に区分して表示する。
例：原材料と添加物を記号「／」で区分

称

②原材料名

原材料の中に、
「アレルゲンを含む食品」
、
「遺伝子組換
え食品」
、
「特色のある原材料」
、
「米や米粉」
、
「原料原産
地表示が必要な食品」等が使用されている場合には、右
頁を参照して記載する。

平成28年4月1日現在
平成 32 年 3 月 31 日までに製造・加工・輸入さ
れたお菓子は従前の表示によることができます。

食品の表示は食品表示法によって義務付けられています。

〈様式〉
②原材料名
（１）使用した全ての原材料について、使用した重量の割合の
高い順に最も一般的な名称で記載する。
（２）２種類以上の原材料からなる「複合原材料」は、その名
称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料をその
原材料に占める重量の高い順に記載する。
（例：カスタードクリーム（全粉乳、卵、砂糖、小麦粉）
）
（注）１ 消費者がその内容を理解できない名称、複数の原材
料を単に混合した場合などには、複合原材料を分割し
て表示できる。
２ 複合原材料の原材料が３種類以上ある場合、重量割
合順が３位以下、かつ、５％未満のものについては、
「そ
の他」と記載することができる。
３ 複合原材料が製品の原材料に占める重量割合が５％
未満の場合、又は複合原材料の名称からその原材料が
明らかである場合には、当該複合原材料の使用した原
材料名は省略できる。
（ただし、アレルギー表示の表
記には注意すること。
）

298kcal
11.4ｇ
10.5ｇ
8.3ｇ ☆
36.5ｇ
24.0ｇ
12.5ｇ ☆
0.3ｇ

栄養表示
○表示項目
【義務表示】
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で
表示。（注）ナトリウムは食塩相当量で表示
ナトリウム（mg）×2.54÷1,000≒食塩相当量
（g）
【推奨表示☆】
飽和脂肪酸、食物繊維
（食物繊維と糖質は従前どおりセットでの表示が必要）
【任意表示】
ミネラル
（亜鉛、
カリウム、
カルシウムなど）
、
ビタミン
（ビ
タミンA、ビタミンB１、ビタミンC など）など
○表示食品単位※
100g、100ml、１食分（量を併記）
、１包装その他の
単位を表示
○表示する数値
（１）当該製品の分析によって得られた一定の値又は上下限
値（一定の値の場合の許容差については食品表示基準
別表第９を参照）
（２）合理的な推定により得られた値
表示された値が食品表示基準別表第９の第３欄に掲
げる方法によって得られた値とは一致しない可能性が
ある場合、
「推定値」
「この表示値は目安です。
」
「○○
は推定値」等の文言が必要。
○義務免除事業者
・消費税免税事業者
（全事業の課税売上 1000 万円以下）
・当分の間、中企法の小規模企業者（おおむね常時使用
する従業員の数が 20 人（商業又はサービス業に属す
る事業を主たる事業として営む者については５人）以
下の事業者）

表示を全部又は一部を省略できる場合等
◎店頭量り売りで、持ち運び用の容器に入れられるものは表
示義務がない。
◎表示の一部を省略できる場合
○チューインガム、冷菓及びアイスクリーム類は賞味期限及
び保存方法を、常温で保存すること以外、注意すべき事項
が無いものは保存方法を、原材料が１種類のみであるもの
は原材料名を省略可。
○容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下のものは、
原材料名、添加物、内容量又は固形量及び内容総量、栄養
成分の量及び熱量、製造所又は加工所の所在地及び製造者
又は加工者の氏名又は名称、遺伝子組み換え食品に関する
事項、原料原産地名、原産国名は省略可。
○内容量を外見上、
容易に判断できるものは内容量を省略可。
◎製造し、又は加工した場所（同一施設・敷地内）で容器包装
された菓子を販売する場合、以下の事項の表示は要しない。
原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、栄養成分の量及
び熱量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原産国名、
原料原産地名、気密性容器に密封し加圧加熱殺菌した旨

④内容量
内容重量（グラム又はキログラム単位）
、内容体
積（ミリリットル又はリットル単位）
、
内容数量（個
数などの単位）で、単位を明記して記載する。
（注）計量法の規定により、次のお菓子を密封する場
合は下表の、許容される誤差を超えない範囲で、内
容重量をグラム、キログラム単位で記載する。
○ビスケット類、米菓、キャンディー（ナッツ類、
クリーム、チョコレートなどをはさみ、入れ、又
は付けたものを除き、1 個の重量が３ｇ未満のもの）
○油菓子（１個の重量が３ｇ未満のもの）
○水羊羹（くり、ナッツ類を入れたものを除き、缶
入りのもの）
○プリン及びゼリー（缶入りのもの）
○チョコレート（ナッツ類、キャンディーなどを入
れ、もしくは付けたもの又は細工物を除く）
○スナック菓子（ポップコーンを除く）
・許容される誤差
表示量

誤差

5ｇ以上 50ｇ以下

４％

50ｇを超え 100ｇ以下

２ｇ

100ｇを超え 500ｇ以下

２％

500ｇを超え１㎏以下

10ｇ

１㎏を超え 25 ㎏以下

１％

⑤消費期限又は賞味期限
品質の劣化が早い食品は「消費期限」
、それ以外
は「賞味期限」を記載する。
（例：平成 28 年 4 月 1 日、28.4.1、2016.4.1、16.4.1）
（注）賞味期限が 3 ヶ月超のものは年月だけで表示
することができる。
（例：平成 28 年 9 月、28.9、2016.9、16.9）

⑥保存方法
菓子の種類の特性に従い、例えば「10℃以下で
保存すること」等と記載する。

⑦食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
表示内容に責任を持つ食品関連事業者（製造者、加工
者、輸入者、販売者（製造者等との合意が必要）
）の氏
名又は名称と住所を記載する。また、
同欄には電話番号、
ファックス番号、メールアドレス、ホームページアドレ
スなどの記載も可。

⑧製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

最終的に食品の衛生状態を変化させる製造又は加工が
行われた所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を
⑦に近接して表示することが義務付けられている。
ただし、⑧と⑦が同一である場合には、⑧は省略できる。
※
【製造所固有記号】
包材の共有化の観点から、原則として同一製品を２以
上の製造所で製造している場合に、食品を製造した製造
所などを表すアルファベットなどの記号を、消費者庁長
官に届け出ている場合にはその記号を製造・販売者名の
横に記載することによって実際の製造所の所在地などの
表示と代えることができる。
（届出時点では 1 か所で製
造している場合であっても、記号の有効期間である 5
年間の内に２か所以上で製造する計画があれば製造計画
書を添付して届け出ることができる。
）
なお、製造所固有記号を使用する場合、問い合わせへ
の応答義務があるので、枠内又は枠外に以下のいずれか
を表示する必要がある。
ア 製造所の所在地、製造者の氏名・名称の情報提供を
もとめられたときに回答する者の連絡先
イ 製造所固有記号があらわす製造所の所在地や製造者
の氏名、名称を表示したウェブサイトのアドレス等
ウ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地や製
造者の氏名・名称、製造所固有記号
また、旧制度による表示と区別するために製造所固有
記号の前に｢＋｣を付す必要がある。
【製造所固有記号届出方法】
消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースによ
るオンライン届出になる。
「製造所固有記号届出制度データベース」と入力・検
索する。

〈 両方とも送料別 〉

（１）
アレルゲンを含む場合は、その旨の表示が必要（アレルギー表示対象品目は 27 品目）
【義務表示対象品目】
『えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生』の７品目は、食物アレルギー
症状の重篤度などから特定原材料として表示が義務付けられている。
【推奨表示品目】
『あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、
ゼラチン』の 20 品目、は、特定原材料に準ずるものとしての表示が推奨されている。
※表示の対象となる加工食品は、特定原材料等を原料とする加工食品（これを原料とする
ものを含む）及び特定原材料等に由来する添加物を含む加工食品であり、抗原性が認め
られないもの及び香料を除く。
※一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた特定加工食品及びその拡
大表記は廃止され、今後はパン（小麦を含む）やマヨネーズ（卵を含む）のようにアレ
ルゲンの表示が必要
（表示方法）
【原則：個別表示】個々の原材料及びアレルゲンに由来する添加物ごとに個別にアレルゲン
を表示…消費者の選択の幅を広げる。
（原材料の例：植物油脂（大豆を含む））
（添加物の例：レシチン（卵由来）、カゼイン（乳由来））
【例外：一括表示】すべての原材料名等の最後に、一括して全てのアレルゲンを表示
（例：（一部に卵・小麦・大豆を含む））

（３）
特色のある原材料
特色のある原材料を使用したことを表示する場合、
又は製品の名称がその旨を示す場合には、その表示に
近接した箇所又は一括表示の原材料名の次に括弧して
「小豆（A 県産○○％）」などその産地名等とその割
合をともに表示する。ただし、100％の場合は割合の
表示を省略することができる。
○どのような原材料が「特色のある原材料」に該当す
るか
①特定の原産地のもの（○○産小豆使用など）
②有機農産物、有機畜産物および有機加工食品
有機ＪＡＳマークが付けられた有機農産物又は有機
農産物加工食品を直接原材料として使用した場合にの
み、「有機○○使用」等の表示ができる。
③非遺伝子組換えのもの（右の
（５）
参照）
④特定の製造地のもの（○○県で精製されたこんにゃ
く粉入りなど）
⑤特別な栽培方法により生産された農産物
（特別栽培米入りなど）
⑥品種名など（エリモ小豆使用など）
⑦銘柄名、ブランド名、商品名（宇治茶使用など）
ただし他法令、行政機関の定めるガイドライン等に
より、表示方法が定められているものについては、そ
の方法により表示することができる。

（６）
原材料の原料原産地表示について
◎原料原産地名の表示が義務付けられている品目
・原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた一次産
品（農畜水産物）の原産地に関する表示のことで、義務
表示対象品目の 22 品目群については、原材料及び添加
物の重量に占める割合が 50 ％以上である一次産品につ
いて表示する。
・主に菓子類に関連した品目は、次のようなものがある。
○餅：まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もちなど（大
福餅など砂糖で調味したもの、餡を入れたものは対象外）
○いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
（塩味をつけただけのものは対象になるが、砂糖を絡めた
ものは対象外）
○干し柿、干しバナナなどの乾燥果実
○黒糖加工品（原材料及び添加物に占める黒糖の割合が
50％以上のもの）
：かりんとう、ようかんなど
◎表示方法
（表示する箇所）
①事項名を設けずに原材料名の欄に対応する原材料名の次に
括弧書きで表示
②原料原産地名の欄を設けて表示
③原料原産地名の欄に表示箇所を表示した上で、枠外に表示
（表示方法）
①原材料が国産品であるものには「国産である旨」を、輸入
品にあっては「原産国名」を表示する。また、国産品の農
産物の場合、都道府県名その他の一般に知られている地名
で記載できる。
②主な原材料について、２箇所以上の産地のものを混合した
場合は、重量の割合の高い順に記載する。
③主な原材料の原産地が３箇所以上ある場合は、全て記載す
るか、重量割合の高い順に２箇所以上記載し、その他の原
産地を「その他」と記載することができる。

※アレルゲンはたとえ微量であっても、人間の生命に重大な影響を及ぼすおそれがあること
から、表示が義務付けられているものであり、
「卵が入っているかもしれません」などの
可能性表示は一切禁止されている。また、加工助剤、キャリーオーバーなど添加物の表示
義務がない場合であっても、特定原材料については表示義務があり、これに準ずる原料も
表示が望ましい。
※ただし、食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料
等が意図せず、ごく微量、最終製品に混入してしまう場合には、欄外に注意喚起表示をす
ることが推奨されている。
（欄外表示例：本製造工場では、そばを含む製品を生産してい
ます）
※
「乳」のアレルギー表示は、
「乳成分を含む」と表示する。添加物の場合は、
「乳由来」と
表示する。
※繰り返しになるアレルゲンについては、いずれかの原材料等に表示すれば他は省略可。
※例外的に一括表示が認められるのは、表示面積に限りがあり個別表示が困難な場合、添加
物に含まれるが加工助剤、キャリーオーバー等に該当し、当該添加物の表示義務がない場合、
包装されていない複数の食品の詰め合わせで、容器内で接触する可能性が高い場合など。
※店頭量り売りなどの場合、アレルゲンの表示義務はないが、自主的なアレルゲン情報の提
供が望まれる。

（2）
アスパルテームを含む食品
は、
Ｌ－フェニルアラニン化
合物を含む旨の表示が必要

原材料名 小麦粉（有機小麦粉 90％使用）
、
砂糖（上白糖、黒糖）
、コーンスター
チ
（遺伝子組換え不分別）
、
鶏卵、
マー
ガリン（大豆・乳成分を含む）
、ブ
ドウ糖、牛乳、洋酒／甘味料（ステ
ビア）
、
膨張剤、
レシチン
（大豆由来）
、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

（４）
黒糖を使用した場合
・パッケージに「黒糖」
「黒砂糖」と表記し
たい場合：黒糖以外の砂糖を使用している
場合には、一括表示に、使用した砂糖の種
類を多い順に記載
（例：砂糖（黒糖 氷砂糖 上白糖））
・パッケージに「黒糖」「黒砂糖」と表記し
ない場合：一括表示に、上記の表示又は単
に「砂糖」と記載
※黒糖、黒砂糖は砂糖を細分化した一般的名
称であり、特色のある原材料表示には該当
しません。

（5）
遺伝子組換え食品の表示について
○対象となる農産物（８作物）
・大豆（枝豆、大豆もやしを含む）、とうもろこし、ばれいしょ、
なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ
○対象となる加工食品
８作物を原料とする 33 加工食品群について表示の義務があ
り、お菓子では、
きな粉（大豆）、枝豆を主な原料とするもの、コー
ンスナック菓子（とうもろこし）、コーンスターチ、ポップコー
ン（とうもろこし）
、コーングリッツを主な原料とするもの、
ポテトスナック菓子（ばれいしょ）
、ばれいしょでん粉、これ
らを主な原料とするものなどがあり、原材料の重量に占める割
合の高い原材料の上位３位までのもので、かつ原材料及び添加
物の重量に占める割合が５％以上のものについて表示が義務づ
けられている。
○表示は次の三つの方法による
ア、遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
「大豆（遺伝子組換えのものを分別）」等を義務表示（※）
イ、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農
産物を原材料とする場合「大豆（遺伝子組換え不分別）
」等
を義務表示
ウ、非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
表示の義務はないが、
「大豆（遺伝子組換えでないものを
分別）」等を任意で表示できる。（※）
※遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、農場から
食品製造業者まで生産、流通および加工の各段階で相互に
混入が起こらないように管理し、そのことが書類等により
証明されている場合に限る。
（注）
１ 遺伝子組換えによって、組換えＤＮＡおよびこれによっ
て生じたタンパク質が、加工後に検出できない加工食品（大
豆油、しょうゆ、コーン油、異性化液糖等）については表
示義務はないが、
「大豆（遺伝子組換え不分別）」
「大豆（遺
伝子組換えでないものを分別）」等を任意で表示できる。
２ 組成、栄養価等が著しく異なるもの（高オレイン酸大豆等）
「大豆（高オレイン酸遺伝子組換え）」等を義務表示
ただし、脱脂等により当該形質を有しなくなったものを除く。

◎米や米粉等を使用した場合
米や米粉等を原材料に使用した菓子類：
「だんご（餡類
等を入れて包んだものは対象外）」「もち（もち生地に甘味
料以外の副原料を練り込んだものを含む）」「米菓（あられ
や煎餅など）」や、「赤飯」「おこわ」などの米飯類は、消
費者に販売・提供する際、消費者に産地情報を伝えること
が米トレーサビリティ法により義務づけられています。
以下のいずれかの方法で行う必要があります。
（１）
商品の容器・包装、又は商品の近接した場所のポップ
等に記載
（国産米の場合）
・
「国内産」「国産」等と記載

作成者：菓子の表示制度研究会

全日本菓子協会
全国菓子工業組合連合会
全国和菓子協会
全日本洋菓子工業会
日本洋菓子協会連合会
ポスターの内容に関するお問い合わせは上記まで

都道府県や一般に知られた地名でも可
（外国産米の場合）
・
「国名」を記載
・原産国が複数の国になる場合は、原材料に占める重量
の割合の高い順に記載
・産地が３か国以上ある場合には、上位２か国のみを記
載し、その他の産地を「その他」と記載可能
（２）
店頭・店内での掲示、店内配布チラシ等への記載
・使用した商品名
・原産地名（上記
（１）
に準ずる）

食品表示法・食品表示基準等に関する問い合わせ先
●消費者庁
（代） 03-3507-8800
消費者庁食品表示企画課
●最寄の各都道府県
（保健所含む）
の食品表示相談窓口
電話番号は、
「○○県食品表示相談窓口」などと入力・検索し
てください。

〈 お申込み方法 〉
郵便番号、住所、会社名、
御 担 当 者 名、電 話 番 号、
FAX 番号、必要部数を明
記の上、全菓連まで FAX
でお申込み下さい。
おり返し FAX にてご案内
を送ります。

全国菓子工業組合連合会
FAX．03－3407－5486
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◎飴細工の実演

日・午前﹁アメ細工に

19



お菓子

▽会場・マリンメッセ福

つ い て 考 え る ﹂︑ 午 後﹁ コ

︵ 東 京 リ ボ ン ︶︑ 受 講 料・

２千円

18

17

いく人は製造部だ︒製造部

岡︵福岡市博多区沖浜町７

と営業部は一緒で︑労務環

日刊工業新聞が主催し︑

︱ １︶︒ 開 場 時 間・ 午 前

境を整える方向で進めてい

九州全県と山口県の各菓子

時〜午後５時︵最終日は午

西日本食品産業創造展

るだけでいいと思うが︑私

工業組合が後援する﹁西日

る︒本当は労務環境を整え

自身はお菓子屋の魅力を残

本食品産業創造展﹂が５月

10

っきりしないといけない︒

なければいけない︒今後は

境が整わないところも︑サ

どちらも４億ずつくらいの

ービス残業をさせていると

できる場所であればいい

店を作りたい︒本店格の大

ころもある︒

が︑それに紛れて学びの環

五感の場合は少し雲の上

切さは五感で学んでいる︒

少なくともその２社を１つ

に頭が出て︑お客様に認知

本店がなくて小さな店で五

に合併し︑さらに強力な本

されたかなと思うが︑プチ

年後に活躍する業界に

したいし︑うち出身の若手

が

の ﹂︑ 霜 上 明 宏 氏︵ ロ ア ゾ

ー・ブルー︶

ンクール参加で得られるも

▽問合せ先＝日刊工業新

聞社西部支社展示会事務局

後４時︶︒入場料・二千円︒

メッセ福岡で開催される︒

日の３日間︑マリン

詳細は次の通り︒

〜

管理と製造部と営業部で

したい︒

％︑経常利益は５％出る

50

会社である︒

・プランスは雲の中でもが

どうなるのか︒大きくて仕

歳以下の

その辺を改善していかな

組みがきちっとできる企業

歳以上の方が

感をしていたら︑今日があ

大手企業では︑７時間労

か︑個人店が自分の人生を

いている︒もう少し整理整

働まで出てくる時代になっ

かけ︑閉鎖することが繰り

いと︑今後の洋菓子業界は

た︒我々洋菓子の場合︑比

19

るかなと思う︒

較的恵まれているのは︑洋

17

先日︑新聞を見ていると︑

方の人口を逆転したとあっ

14

頓しなければならない︒

た︒人口も減少に入ってい
95

75

菓

（毎月 15 日発行）

小売り事業に参入
昭和

年創業

広島県菓子工業組合青年部会員、尾道支部

㈱山本屋

⑷羊羹枠に逆さに入れたの

模様を付ける

生地をカットし、焼印の焼

ダマにならない様に粉合わ

ち、桜リキュール、ゆかり

りん、蜂蜜水（少量）を加

せをする。

の入ったきんとん餡を流し

電話番号‥０８４―８３８

⑵熱した平鍋に生地を＂ど

いれもう一枚を上からフタ

した。

広島県、世羅町で育った

らさじ＂で土手を作るよう

き色が程度の温度で表面に

に線を引き、平鍋を持ち上

をして冷やし固める。

えのち薄力粉を加えたのち

広島県菓子工業組合青年
部副会長・三谷憲生

げ傾けながら生地流しい

⑸きんとん餡が冷やし固ま

⑶羊羹枠のサイズに焼いた

ったら、４・５㎝×３・５

―１６８９

：

【工程】

れ、平らにならす。ちょう

広島県尾道市十四日元町３

〜

⑴全卵を割りほぐし上白糖

ど良い焼き色を見計らって

もち米を毎日搗いてお餅や

：

定休日‥毎週火曜日

営業時間‥

教師
ｇ

ｇ

を加え良く擦り混ぜる。み

㎝サイズにカットする

―

山本屋代表、山本浩矢社
（売り切れ次第終了）

岩崎 真岳

•••••••••••••••••••

日本菓子専門学校
桜リキュール…………

（トックブランシュ、ドー
バー洋酒）

桜双紙
〈生地〉
【特徴】

うお菓子を桜花見のお土産

昔ながらの小倉草紙とい

全卵……………………４個

薄力粉……………１７５ｇ

にもお使いやすく、桜風味

ｇ

てみました。

感じられるお菓子に仕上げ

懐かしくもあり、新しくも

の洋テイストを織り交ぜた

ｇ

みりん…………………
水………………………適量

％）…５００ｇ

〈桜きんとん餡〉
白並餡（

ｇ

粉末寒天………………５ｇ
グラニュー糖…………
水飴……………………
ゆかり…………………

ひっくりがえし、両面焼く

豆大福を作っています。

長 は、『 市 民 や 観 光 客 が 尾
道を散歩しながら、食べら

と。また、外国人観光客の

れる商品を用意しました』

方に、和菓子文化と、餅の

「山本の餅屋」を尾道市内

コ ン セ プ ト は、『 餅 に こ

文化を広めていきたいと、

にオープンされました。

だわり、餅のおいしさを伝

和生菓子卸で中四国メイ

え、地元に愛されるお店を

ンで全国にお客様に卸して

一昨年に出雲市にある菓

00

上白糖……………１７５ｇ

10

おります。

子工場はら屋をＭ＆Ａ。今
めざす』

力強くおっしゃられていま

年２月に自身初の直営店

広島県産のもち米を使った商品

00

島
広

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６
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山本の餅屋
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桜双紙
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購読をご希望の方は全国菓子工業組
合連合会宛て電話か FAX 若しくは
メールでお申し込みくださいますよ
うお願い致します。

平成29年４月15日 （12）
（毎月 15 日発行）
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