理を本部長とするＴＰＰ等

されている砂糖、小麦（米

菓子生産の原料として使用

の具体化として、我が国の

整 え る た め、「 基 本 方 針 」

入菓子と競争できる条件を

ーブンな国境措置の下で輸

が国の菓子産業がＥＵとイ

がある中で、少なくとも我

１．菓子原料に内外価格差

は次の通り。

３．必要な対策については、

していただきたい。

入規制の撤廃を早急に実現

品、卵を含んだ菓子類の輸

おいて規制されている乳製

件の改善」に関し、ＥＵに

ている「加工食品の輸出条

２．「 基 本 方 針 」 に 示 さ れ

じていただきたい。

として必要な措置を是非講

チョコレート菓子等の加工品は関税撤廃

日に

日ＥＵ・ＥＰＡ（経済連

その内容が７月６日農林水

このほど大枠合意に至り、

の措置を要請してきたが、

るものの、長期の撤廃期間

工品については関税撤廃す

「チョコレート菓子等の加

菓子等の加工品については

保及び国産原料作物の安定

いて「国境措置の整合性確

では、パスタ・菓子等につ

策対応に関する基本方針」

合意を踏まえた総合的な政

協定（ＥＰＡ）交渉の大枠

決定した「日ＥＵ経済連携

ていただきたい。その際、

の確実な引き下げを実現し

当する金額の原料価格から

アップを撤廃し、これに相

られている調整金やマーク

国産中心）や乳製品に課せ

援策の検討をお願いしたい。

に取り組むことが可能な支

続に努力できるよう、実際

利用して今後とも経営の持

小企業等が、当該支援策を

上記の原料対策に加え、中

総合対策本部が７月

長期の撤廃期間は確保 ＥＰＡ大枠合意で
国は日ＥＵ・ＥＰＡ（経済連携協定）大枠合意を公表、菓子類については一定
の期間は確保されたものの関税は撤廃とされた。ただし、政府の対策本部で決定

携協定）については、これ

産省より公表された。

された基本方針では、菓子等については国境措置の整合性確保等の観点から必要

まで菓子業界として菓子類

その中で、チョコレート

年目に、そ

年目、ビス

を確保（チョコレート菓子、

れるものと思われるので、

っておらず、今後、検討さ

ただ、具体的な内容は決ま

置を講ずる」としている。

供給の観点から、必要な措

当てするなど、抜本的な対

はなく、国が一般会計で手

を上乗せして確保するので

格に調整金やマークアップ

の確保については、原料価

国内農業保護のための財源

ており、食品製造と真正面

発展に向けた戦略を検討し

たい。また、食品製造業の

部局と十分連携して対応し

「原料対策については担当

これに対し、局長よりは

な措置を講じる、とされている。
菓子業界としては、引き続き注視し、要請等を行う。

の関税と菓子原料の国境調
整との均衡維持、国内対策

れぞれ撤廃）」となっている

８月２日、菓子業界として

合意が公表される前の６月

また、菓子業界では大枠

料産業局長に対し「日ＥＵ

代表者が農林水産省井上食

全日本菓子協会川村会長他

使用される粉乳調製品等の

加えて、菓子原料として

きたい。

策について検討していただ

規制の撤廃については、当

菓子類に対するＥＵの輸入

いる。乳製品、卵を含んだ

から向き合いたいと考えて

ケットは６～

キャンディは

輸入状況等は別表の通り）。

（対象菓子製品の国内生産、

下旬に、農林水産大臣及び

・ＥＰＡの大枠合意に伴う

おける菓子の輸入関税（キ

自由民主党に別項の要請を

ャンディ９％、ビスケット

局として精力的に取り組ん

価格に調整金やマークアッ

９％、チョコレート８・３

でいる」との発言があった。

プを上乗せして確保するの

％等）についても撤廃して

関税撤廃、抱き合わせ制度

ではなく、価格政策からの

いただきたい。

の廃止など行い、原料対策

転換という考え方の基に国

３．菓子の製品関税（キャ

要請書」を提出するととも

を維持していただきたい。

が一般会計で手当てしてい

に意見交換を行った。内容

日ＥＵ・ＥＰＡ協定交渉

仮に、菓子類（キャンデ

ただきたい。

行った。それを受ける形で、

が大詰めを迎えているとの

ィ等の砂糖菓子、チョコレ

日・ＥＵ間のＥＰＡ交渉に関する要請書

年６月

情勢を受け、平成

％、ビスケ

％）が撤廃さ
したい。特に、輸出相手先

品のマークアップの影響よ

砂糖の調整金、小麦、乳製

れる場合には、その影響は、

％、
ている調整金、小麦、乳製

国における輸入規制措置に

ット
は農林水産大臣及び食料産

ついては、国を挙げてその

措置との整合性（バランス）

乳製品等の菓子原料の国境

類（製品）と砂糖、小麦粉、

１．これまで以上に、菓子

記

源の確保については、原料

国内農業保護のための財

境を実現していただきたい。

の輸入菓子と競争できる環

な国境措置の下でＥＵから

日本の菓子産業がイーブン

規制されています。ＥＵに

卵を含んだ菓子類の輸入は

伴う規制に加えて、乳製品、

は、原子力発電所の事故に

願いしたい。ＥＵにおいて

緩和に向けた取り組みをお

ための支援をお願いしたい。

術の開発等の経営効率化の

象として新製品開発、新技

中小菓子製造事業者等を対

りも圧倒的に大きいので、

（前書略）

書を提出した。

品に課せられているマーク

お一層の国の支援をお願い

％、

ンディ等の砂糖菓子
税が撤廃される場合には、

チョコレート

２．菓子産業挙げての輸出

原料である砂糖に課せられ

拡大の取組みに対して、な

ート、ビスケット等）の関

日には自民党の日・ＥＵ

日に

等経済協定対策本部の関係

25
アップについても撤廃し、

業界ヒアリング、同

10
13

29

23
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14

農林水産大臣の談話及び総

11 11

業局長に対し、以下の要請

15

20

計：6千㌧
総
スイートビスケット スイートビスケット
20.4% ・段階的に11年目に撤廃

ベルギー：1千㌧
デンマーク：1千㌧
19千㌧
240千㌧
ビスケット
（加糖）
15％ ビスケット
（加糖）
及び
（無糖）
ビスケット
（無糖）
13％ ビスケット
・段階的に6年目に撤廃
ビスケット

入

オランダ：2千㌧
ド イ ツ：2千㌧
12千㌧
168千㌧

ベルギー：3千㌧
フランス：3千㌧
29千㌧
10%
チョコレート菓子

・段階的に11年目に撤廃
25%
（キャンディ）

計：10千㌧
総
220千㌧
・段階的に11年目に撤廃

(2012～
2014年平均)

国内生産量 輸

計：6千㌧
総
砂糖菓子

うちEU
量
(2012～
2014年平均)

容
内
意
合
現在の関税率
目
品

発行人

全国菓子工業組合連合会
理事長 齊藤俊明
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員：   600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般： 2,000円
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治名誉教授

菓子製品の合意内容及び関連データ
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（１） 平成29年８月15日

ような情勢報告がありまし

福岡と同様総会制への指

ととしている︒︵熊本︶

会に来ており︑検討するこ

という話が組合と洋菓子協

た菓子を作ってくれないか

お茶屋さんから抹茶を使っ

を展示し︑日本の菓子産業

クパネルでシュガーロード

た︒また︑菓子博ではバッ

和菓子講習会を５回実施し

昨年度は技術講習会として

き と 思 っ て い る︒︵ 宮 崎 ︶

業界としてもっとＰＲすべ

ための技術のレベルアップ

標の評価を維持向上させる

団体商標を持っており︑商

団体商標及び桃カステラの

組合は長崎カステラの地域

必要がある︒︵鹿児島︶ 当

食べてもらうことを考える

議が長崎市において開催さ

熊本県菓子工業組合堤理事

拶︑ブロック幹事長である

子の地域団体商標登録が６

いる︒︵福岡︶ いきなり団

し少しずつ組合員が増えて

解散していた支部が再発足

て何かできないかと思って

策に中央会の事業を利用し

それに向けて組合員減少対

つに大分市もなっており︑

ドカップ大会の開催地の一

１５０年に向け︑黒砂糖を

県も同様の状況︒明治維新

後継者不足による廃業は当

を入れていきたい︒︵佐賀︶

Ｐ制度化など情報提供に力

した︒食品表示︑ＨＡＣＣ

いる︒︵長崎︶

効果が出ているかと思って

れるようになり︑講習会の

品質が上がっているといわ

話を聞くと長崎カステラの

に考えている︒東京などで

れました︒

催

た︒

導を受け来年から実施す
を目的とする講習会を基本

開

中央会から総代会でなく総

への貢献の歴史をアピール

全菓連九州ブロック会議

会に変えるように指導を受
年のラグビーワール

日九州ブロック会

開催県である長崎県菓子

る︒

７月

工業組合岩永理事長の歓迎
け︑定款を変更した︒一度

名の出席者紹

月に完了した︒保健所によ
いる︒︵大分︶ 当県は以前

組合員の減少により県の

挨拶︑全菓連齊藤理事長挨

全菓連状況報告では︑本

介の後議事に入りました︒

って指導が異なるが統一で
使った菓子を作れないかと

日に大枠合意に達した日Ｅ

菓子を作り統一して販売す

して地元の素材を使った和

世利︵かわせり︶六菓匠と

れが言われるが︑高校生な

るようになった︒和菓子離

るが︑県民にもよく知られ

菓子まつり﹂を開催してい

一体になって﹁みやざきお

結び付けたいと思ってい

んの地域団体商標登録へと

が︑この力を鹿児島かるか

かん奉納祭を行っている

︵つるがね︶神社へのかる

内の島津家別邸内の鶴嶺

やかに懇親会が行われまし

終了し︑別室に移動して和

報告︑お礼の挨拶で会議は

長︑濱田実行委員長からの

拶︑三重菓子博会長岡理事

鹿児島県比良田理事長の挨

の決算報告︑次回開催地の

Ｕ・ＥＰＡ︵経済連携協定︶

るなど和菓子と町おこしを

ども餡の食わず嫌いで︑実

長の挨拶︑

誌６月号に掲載した７月４
から総会制になっている︒

その後︑ブロック協議会

きないか︒平成２年から川

の内容及び同日公表された

結び付けた活動を行ってき

年前から市

尻町の６軒の菓子屋が開懐

農林水産大臣談話と菓子業

ているが︑活動を強化する

た︒

考えている︒

日の中・四国ブロック会議

界の対応の説明がありまし

る︒若い人たちに和菓子を

年以上前から菓子協会と

の報告内容に加え︑同月６

た︒︵詳細は︑１面記事参照︶
際食べると変わってくる︒

生師の合格率が悪く︑８月

えている︒︵富山︶ 製菓衛

して活動して行きたいと考

く積極的に会に参加してく

り︑組合費を払うだけでな

輩に講演してもらってお

秋季定例会として業界の先

っていた新年会の代わりに

８月に行う︒また︑以前行

た︒︵福井︶ 製菓講習会を

運営の観点からは見直しも

く定額できているが︑組合

組合費は規模にかかわりな

を 開 催 し て い る︒︵ 三 重 ︶

も活用して支部で菓子祭り

る︒当県は︑全菓連の助成

果たせたのかなと思ってい

ではないか︑目的の一つは

魅力を肌で感じてくれたの

いる︒︵愛知︶

活性化を進めたいと考えて

されていないので︑支部の

ととしているがあまり活用

習会を行う場合助成するこ

ある︒２年前から支部で講

菓子は

子は１００〜１２０名︑洋

１回実施しているが︑和菓

菓子の講習会をそれぞれ年

ションセンター︑宮崎市

１７︑シーガイヤコンベン

挨拶があり︑会議を終了し

だいたことに対するお礼の

の開催に格別の協力をいた

報告会・第１回特別講演会︑

さん菓子博２０１７﹂事業

日︑キッ

石川県と決定するととも

次いで︑次回の開催地は

氏︵日和山五合目館長︶︑新

し み 方 ﹂︑ 講 師・ 野 内 隆 裕

べようまつり﹂を実施した︒

石川県での会議で結論を出

て各県で検討の上︑次回の

が︑今度どうするかについ

度製菓衛生師試験受験準備

９月５日〜６日︑平成

潟グランドホテル︑新潟市

会﹁砂の町・新潟の楽

今後も続けていきたいと思

規模により組合費の差があ

全菓連からの報告は︑九

すこととなりました︒

ー︶︑新潟県民会館︑新潟市

他︵新潟県食品研究センタ

講習会︑講師・本間紀之氏

旋事業による手数料収入が

たが︑コメを中心とした斡

当該ブロックとして菓子博

最後に︑三重県の方から

容でした︒

その後︑会場を移して懇
親会が行われました︒

日︑第

回全国

日︑製菓講習会︑

９月５日︑中長期ビジ

静岡市

菓司香梅㈲︶︑静岡通商㈱︑

講師・小森文夫氏︵御

８月

郡山市中央公民館︑郡山市

さ ん 菓 子 博 実 行 委 員 長 ︶︑

講師・濱田典保氏︵お伊勢

菓子大博覧会﹁お伊勢

８月

山市

師 ︶︑ 愛 媛 県 菓 業 会 館︑ 松



日〜

行事予定
８月

に︑これまで各県と名古屋

ズワークみやざき２０

ているが︑昨年は市からの

で一年交代で開催している
桜餅用の葉っぱを作ってい

っている︒︵岐阜︶ 当県は︑
菓子技能選手権を実施して

の声が聞こえるが︑三重で

州ブロックでの報告と同内
りを継いでもらうことがあ

助けとなっている︒和︑洋

ました︒

て全菓連中部ブロック会議

に勉強会をやろうというこ

れるよう働きかけている︒

必要かなと感じている︒和

要請で﹁あゆ菓子作ろうコ

催

が開催されました︒

とになっている︒退会する

そういう場に参加していれ

名の参加者が

福井県菓子工業組合平山

人の多くは組合のメリット

ば事業のヒントになる情報

さらに︑いい事例を視察に

ンテスト﹂と﹁あゆ菓子食

〜

理事長の開会の辞︑中部ブ

がないということを理由に

日名古屋市におい

ロック幹事長愛知県菓子工

挙げる︒新幹線の開通効果

行くようにしており︑今年

日︑賛助会研修

ットを出す方策を考えて行

は桜餅誕生３００年なので

８月

きたい︒︵石川︶ 毎年和菓

るところを見学に行く︒︵静

子講習会を２月︑９月に

人前後の参加で実施すると

岡︶ 全国的に後継者不足

年

歳前を対象に和

事務局を設けてこの秋で

おり７〜８人が参加してい

る︒組合運営の安定のため

ともに︑

３年目を迎える︒運営のた

に組合費の引き上げも行っ
の伝統的工芸品月間国民会

った︒菓子博では若手が一

会︑講師・小林紀夫氏
︵東京製菓学校和菓子講

ョン︵経営計画︶の必

千葉県菓子会館︑千葉市

葉県中小企業団体中央会︶︑

要性について︑講師・清水

菓子博を行うこととした理

議全国大会が当県で開催さ

生懸命取り組み菓子作りの

27

透氏︵中小企業診断士︑千

由の一つは︑若手に菓子作

げたが︑退会するという話

れたので︑これとタイアッ

25
日︑和菓子講習

月に経産省主催

も出て悪循環になっている

プして菓子祭りを実施し

８月

る︒昨年

面もある︒体制を強化し︑

福島

７月

業組合久村理事長挨拶︑全

〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目18番２号 タツビル
電 話 03（6673）4333（代）／FAX 03（6673）4568
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菓子講習会を年２回実施し

〃
〃
〃
常務理事･事務局長

もつかめると話している︒

菓連齊藤理事長挨拶︑
の出席者紹介の後議事に入
りました︒
年度中部ブロック会決

算報告に次いで各県からの
以下のような情勢報告等が

20

80

めに今年の総会で会費を上

29

29

宮崎

70

組合員のためになる組合と

25

11

静岡

19

22
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開
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治
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一
浩
次
節
夫
紀
孝
文
孝
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増
林
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中
片
小
鈴
長
長
長
事
事
事

も利用しながら組合のメリ

日本製パン製菓機械工業会

名

全菓連中部ブロック会議

ために法人化した︒県内の

14

40

次いで︑各県から以下の

10

事
事
理
理
理
理
務
務
理
副
副
専
常

19

12
14

行われました︒

40

新潟

愛媛

千葉
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第941号

元では認識を頂いていたの

は〝海老珍味の志満秀〟と地

会が香川・岡山両県で開催

上げるための瀬戸大橋博覧

になりました。架橋を盛り

の観光客が四国に訪れる事

架橋され、それを機に沢山

川県・岡山県に瀬戸大橋が

その後、１９８８年に香

り、地元観光土産も大勢の

た。その様なチャンスもあ

機会を得る事ができまし

をして自社商品をＰＲする

され、弊社も博覧会に出展

が人気でした。

ようなジャンル

っており和菓子、洋菓子の

味のようなものは下火にな

た。その当時はもう海産珍

も順調になって行きまし

お客様に認知されて、販売

設けて行きました。販売先

業所を岡山、大阪、東京と

した。そして架橋を機に事

る事が出来るようになりま

てきたのがはっきりと感じ

びせんべいの認知も上がっ

効果の影響もあり弊社のえ

看板商品として全販路にて

人気を頂きまして、弊社の

人気商品のアソートが大変

いりました。また、そんな

どの商品も人気を頂いてま

も様々な商品を開発して、

えびふた焼きなど味も食感

体の認知が広いもの、そう

の相性とか、そのチーズ自

類があり、えびせんべいと

した。チーズには沢山の種

とても良いことに気づきま

に、えびとチーズの相性が

しながら試作をしていく内

いが目を引きます。また、

麗な発色をしたえびせんべ

・グリーン・イエローの綺

４種類、ブルー・オレンジ

す。クアトロの文字通り、

カラフルなビジュアルで

その理由の一つは、その

懸命努力を続けて参りたい

れる事の無いように、一生

の流れの速い時代に乗り遅

必要だと感じています。今

お菓子を開発していく事が

ジャンルを越えた新感覚の

今後は和菓子、洋菓子の

会社紹介と今後の目標

私ども「株式会社志満秀」

です。

最初は瀬戸内の海の幸を材

べい〟製造販売会社です。

ス材料を使用し

味製造過程のロ

弊社も海老の珍

その後、お客様のニーズ

を拡大する事ができました。

を持つ事ができ順調に販路

専門店など様々なお得意様

にはデパート、大手量販店、

ーゲットを絞り込みまし

頂けるような商品開発にタ

特に女性のお客様に喜んで

りました。

取り扱って頂けるようにな

は、若い女性に人気がある

「クアトロえびチーズ」

れました。

アトロえびチーズ」が生ま

検討した結果、最終的に「ク

ではないもの、いろいろと

んで頂ける商品です。

見て楽しんで、食べて楽し

味とカラーの特徴があり、

用しています。それぞれに

ェダー・モッツアレラを使

ゾーラ・カマンベール・チ

４種類のチーズ、ゴルゴン

ます。

きます様お願いを申し上げ

もご指導、ご鞭撻をいただ

と考えております。今後と

年目を迎える〝えびせん

株式会社志満秀

は１９５０年創業、本年で

料に海鮮珍味の製造販売を
て「えびせんべ

にマッチし、時代に合った

商品です。

「 え び て つ 」。 こ の 商 品 は

新執行部体制の発足と初夏を彩る

期間限定菓子を金沢市長へ贈呈

・島光男

珠姫様が手毬をつく愛ら

石まつりをはさみ前後１週

ざいます。販売期間は百万

願って食するようになった

夏を無事に乗りきることを

います。その後、無病息災、

たことが始まりといわれて

習わしと氷室の節句が相ま

間程の期間限定菓子です。

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

ここ数年は若い年齢層、

主としてスタートいたしま
い」を商品とし

た。様々なアイディアを出

香川県菓子工業組合理事

て開発、販売を

商品開発を心がけて参りま

した。当時のメイン商品は

スタートいたし

瀬戸内の小海老を原材料と

最初は「えびせんべい」
がメイン商品でした。この
商品は海老の殻を取り除

しさをイメージし、上用饅

き、その身だけで焼き上げ

賀百万石の礎を築いた前田

って、金沢の氷室まんじゅ

んべいをＰＲす

石川県菓子工業組合で

うは金沢市民のみならず、

る素朴で素材を活かしたシ

頭に手毬麩、金箔をあしら

ることに集中い

った可愛らしいお菓子にな

は、去る５月

利家公の入城式を模した豪

代会を開催し、役員改選期

華絢爛な百万石パレードが

ンプルなものでした。その

日に通常総
後、えび姿焼き、えび小笹、
その後、ＰＲ

たしました。

て自社のえびせ

の機会だと捉え

この機会を絶好

した。

クアトロえびチーズ

ておりました。

して甘辛い味付けの所謂、
えびの珍味でした。当時は
大変人気を頂きまして順調
に販売も進んで行き、会社
の看板商品として認知を頂
いておりました。この「え
びてつ」は当時の「農林大
臣賞」まで受賞して一時期

お菓子の道を志す人との出

いと残せません。後継者と、

産登録を目指す上野三碑

馬県高崎市が世界の記憶遺

が新理事長に選任され、新

氏が退任され、髙木慎司氏

理事長を務められた小出進

田利常公に徳川家より嫁い

中に加賀藩の第３代藩主前

のですが、このパレードの

り、大勢の観光客で賑わう

市長に贈呈されました。

会」のメンバーにより金沢

日に金沢支部青年部「菓友

月１日までの

す。今日では６月末から７

県下に広く根付いておりま

したが、今はいません。働

たなる執行部体制を迎えま

っております。さる５月

くことを、喜びと感じる方

を、お菓子を通じて周知し

した。

一番のメインイベントとな

が結婚・出産・育児を考え

逢いの機会を作りたいで

て頂くために高崎産のブル

にあたる本年は、これまで

た時に職人を続けながら結

も減少し、仕事に対する考

ーベリーを使用した上野三

週間ほどが

婚・出産・育児をするのは

す。嫁の欲しい後継者と、

販売期間となっており、金

継者の方は、一緒に志を持

を、業界の方々の賛同とご

菓｢子コン」 お
[ 見合い

で分けて、２世代に分けて

で、全国を八地方区分など

と共に群馬県高崎市の素材

発売しました。地域の方々

碑ようかんを７月７日から

一度の「百万石まつり」が

土日には、金沢市では年に

折りしも毎年６月の第１

た百万石まつり菓子「珠姫

姫様をモチーフに考案され

も登場いたします。この珠

でこられた珠姫様という方

菓子専門店会のメンバーに

長の新執行部および金沢生

沢支部長、中村金沢副支部

長、中田専務理事、浦田金

室まんじゅう」を髙木理事

はこし餡。大きさや色など、

は麦まんじゅうで、中の餡

じゅう」は酒まんじゅう又

れ て お り ま す。「 氷 室 ま ん

子店で挙って製造・販売さ

沢市および金沢市近郊の菓

ません。高崎では、組合員

ってお菓子屋を営んでくれ

開催することによって出逢

てまり」というお菓子がご

日には「氷
婿の欲しい後継者は別々

軒ほどあ

協力のもとご指導ご鞭撻を

行われます。この祭りは加

で
年、家

年になります。菓子業

界に入ってからは

の

軒ほどです。その

年ほど前に

いただき開催したいと考え

を使用し、群馬県高崎市を

が

る方に巡り逢い次の世代の

いたい条件の方に出逢い易

年の和菓子屋に嫁い

後継者を育てていける方と

ております。少しでも、次

明治

軒

りましたが、今は半数近く

の出逢いはなかなかありま

石川県菓子工業組合も後

菓子店ごとに工夫されてお

継者不足で組合員数も減少

り、各菓子店の伝統として

も高齢化が進み、毎年大盛

回公民館にておこなってお

じゅう」を食したり、贈答

し、夏場に取り出し、氷と

と呼ばれる保冷庫に保存

冬場に積もった雪を「氷室」

加賀藩では、藩政期から

く、組合員一同で頑張って

菓子を引き継いでいくべ

の伝統と文化を彩ってきた

期待しながら、加賀百万石

理事長のリーダーシップに

傾向にありますが、髙木新

して利用しながら、幕府に

企画委員・稲葉豊

石川県菓子工業組合事業

いきたいと思います。

まんじゅうを供えて祈願し

際に、氷が無事に届くよう、

も献上していました。その

す。

したりする習慣がございま

て金沢市長に贈呈いたしま

族や支えてくれている方々

ります。４年ほど前から始

した。金沢では、毎年７月

アピールできるようなお菓

子屋の嫁が何を言ってるん

めた公民館講師は好評で

代々受け継がれてきた製法

子を作っていきたいです。

毎年菓子業界に夢を持っ

だと思われる方もいるかと

１日（旧暦６月朔日）の「氷

くなります。お菓子という、

た若者たちが入ってきま

思いますが、何もしないよ

和菓子教室を月に一回二

共通の話題があれば話も盛

ごさせて頂いております。

す。向き不向きもあります

り上がります。田舎の和菓

の世代に日本の文化である

近年和菓子屋の数がどん

が、未来を見出せずに辞め

を残すためには、人がいな

お菓子と歴史あるお菓子屋

どん減少しております。洋

年々増えて９ヵ所となりま

合い話を持ってきてくれま

せん。昔は、近所のおせっ

菓子屋は、数軒増えていま

りは個性ある面白いお菓子

が守られております。

かいなおばさんが居てお見

80

ていく方が多いです。女性

お菓子屋という職業に出

した。和菓子への関心の高

逢えたこと、支えてくれる

まりを感じます。
が生き残るためにいろいろ

方々との出逢いに感謝して

屋を残せる可能性を増やせ

挑戦できます。「菓子コン」

ます。一人より二人のほう

に協力、実行に移すことの

おります。

木裕子

群馬県菓子工業組合・山

出来る人達との出逢いがあ

自店の試みとしては、群

りますように。

氷室まんじゅうを金沢市長へ贈呈

21

10
50

36

すが組合にはあまり加入し

上野三碑ようかん

50
高崎だいすき

室開き」の際に「氷室まん

況の高崎菓子祭りも人手不

また、６月

え方も違います。

1

足です。

]

難しいです。お菓子屋の後

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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のおかげで、やりがいを持

26

お菓子が繋ぐ出逢い
丁子堂房右衛門

川
石

ち慌しくも楽しい日々を過

群馬県高崎市にて、創業

26

えびチーズフォンデュ

川
香
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馬
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（３） 平成29年８月15日

四大事業を一日で
周年を祝う

世界おもちゃ博」は、日本
言葉をいただいた。このお

齊藤理事長からお祝いのお

る「 雄 町 」（ お ま ち ） は 鳥

適米）の先祖として知られ

た。 若 い 市 職 員 だ っ た 氏

いました」と話しておられ

市の観光名所の一つとなっ

た。ちなみに、いまや鳥取

献に対して、心より御礼申

本業界に対する長年のご貢

ございます。そして藤縄様、

を賜りまことにありがとう

万人集めた事例
一と評された。これは同博

ている童謡と唱歌と、おも

使わずに
として「鳥取・世界おもち

ちゃの「わらべ館」は「世

孝さんに対する橘花栄光賞
の伝達も行われたからであ

年近

酒米のルーツは鳥取県であ

懇親会の締めくくりは、

れた。

い歳月の重さを感じさせら

し上げます。今後ともなに

が、いまは副市長。

ることから乾杯条例を制定

青年部記念合唱団による

界おもちゃ博」でえられた

取県大山町で発見された。

取県の組合員すら知らない

していただいた際にご尽力

舞台のＮＨＫドラマ「ひよ

とぞよろしくお願い申し上

話もまた大変に面白く、鳥

エピソードまでが披露さ

いただいたのが羽場副市長

っこ」とコラボした「ひよ

げます。

覧会の実行委員長を務めた
私の自画自賛ではない。Ｎ

れ、自信と誇りにつながっ

このスイートフェアは

っコラボ」と称し、各商品

３億円の収益を基金にして

ゃ博覧会」の紹介をされて

ＨＫ・ＢＳの番組や『日経

た。

いる。

イベント』誌がそのように

同日の記念講演では、鳥

報じたのである。数百億を

「茨城の食」を通し業界を

の開発及び作品等の発表が

産量については、鹿児島県

造られたものである。

る。

市が博覧会を開催し

００周年を迎え、そのうち

創立
取県の平井伸治知事にご登

の

市が１

会議と、青年部中四国ブロ
壇 い た だ い た。 テ ー マ は

平成元年に全国

７月５日はとても忙しい

「ゼロから生み出す広報戦

活気づけるため、毎年一回

あり、県内外の皆様に茨城

に次いで全国二位の１７

の人気スポット、金鱗湖（き

取り組む川部氏は社長から

が、経験者で何でも熱心に

ム等への食事の提供だった

った。業務内容は老人ホー

を抑えられたことで小豆の

管理の問題を解消し、糖分

め、熱殺菌することで衛生

に拵えた羊羹をパックに詰

あまり練り上げずに丁寧

は愕然としたと言う。しか

居ない湯布院の現状に一時

ことごとく壊され観光客の

地震に店舗兼工場の設備は

年４月に発生した熊本大分

鳥取県菓子工業組合理事

んりんこ）から徒歩一分の

の信頼も厚く、すぐに製造

７月５日は大変楽しく充

花

し全国の同業者の方からの

「 ふ る さ と 」。 鳥 取 市 出 身

場所で和菓子店「菓匠

味わいを活かした瑞々しい

激励等、皆様の気持ちに助

である。副市長は「私も世

た。そのなかでも「鳥取・

大分県のほぼ中央に位置

より」を営む川部雄一郎氏

から仕入れまでを任される

羊羹を作り上げた。

れた復興イベント「元気が

乾杯の音頭は乾杯条例を

略 」。 平 井 知 事 は、 お 金 を

する湯布院町は、東の軽井

）は、和菓子職人とし

ようになり、自分で献立を

出るグルメレシピ王は俺

投じた横浜や名古屋の博覧

ック大会、そして鳥取県菓

で全菓連監事だった藤縄幸

子工業組合の三代目理事長

業組合創立
て、全菓連中四国ブロック

は、私への配慮であったの

沢、西の湯布院と称され、

（

考えるようになると安全面

させた手作りおやつの第一

だ」に参加した際は、感謝

％の人から「良い」と

冒頭にもってこられたこと

平井知事がこの博覧会を

いう評価を得たのである。

は

60
92

和菓子で笑顔に あくなき前進

和菓子店
「菓匠花より」

仕事は、料理のキャリアを

川部氏が新天地で見つけた

上がった。

た結果、一つの羊羹が出来

はない和菓子作りに没頭し

こまで頑張れているが、昨

努力し、なんとか順調にこ

た。経験の浅い分、人より

月に開催さ

当組合としても、筑波大

て、多くの皆様の心に留め

が茨城の思い出の一つとし

こ の「 い ば ら き さ ん。」

れますことが、大変意義深

トフェアが継続的に開催さ

また、このようなスイー

る見込みもないことから約

いき、かつての賑わいが戻

ら徐々に通行人が減少して

が、時代の変化で商店街か

気付く。川部氏はどうして

い個包装の味気ない品だと

め買いされる賞味期間の長

ほとんどスーパー等でまと

寄りが食する「おやつ」が

研究を続け、納得のいくお

それから独学で和菓子の

り返る。

が変わった瞬間だったと振

者としての自分の中で何か

オンに輝いた。このことで

グルメレシピ王のチャンピ

社に勝ち残り、芸人が選ぶ

で県内から選ばれた企業三

粉クレープ「思いを米て」

けられ、同年

学と共同開発した「いばら

５年間守ってきた店を思い

「さつまいも」をふんだん
に使用し作りあげたお菓子

いものがあると確信してお

気持ち的にもしっかりと立

ります。

やつを作っては提供してい

ち直り復活した形となった。

ていただけるお菓子となる

ると、ホームからの喜ぶ声

よう、さらに、全組合員一

も手作りの美味しいお菓子

が社長の耳にも入り、いつ

き さ ん。」 の 販 売 促 進 を す

をホームの皆さんに食べて

るなどし、組合の登録菓子

切って閉めた。その後、事

もらいたいと考え、専門で

や、旬の食材を生かしたス

今後におきましても当組

情により奥様の実家がある

周年を目前に新

大分県に赴くこととなった

しか応援してくれるかのよ

しく大分県版クリエイティ

つクリエイティブ人材とコ

ブ産業と言う事業に取り組

ラボレーションすること

うに会社に和菓子の講師を

そんなある日、川部氏の

で、競争力の高い商品・サ

んでおり、最先端の技術や、

作る和菓子のファンとなっ

ービスの創出及び新規マー

豊かな発想並びに感性を持

た社長から突然「川部君、

ケットの開拓に繋げていく

招いては講習会を開催する

和菓子屋をやりなさい」と

ことを目的としている。

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

猛プッシュがあり、決断は

年９月に「菓匠花より」

言う間に和菓子屋になっ

を開業し、あれよあれよと

成

早い方だと言う川部氏は平

ようになったと言う。

現在は

合として、このような企画

局・大谷美知子

茨城県菓子工業組合事務

ものと思います。

各店舗の消費拡大に繋がる

の業界発展を目指すことが

・ご協力をお願いし、茨城

後とも組合に対するご支援

不可欠となりますので、今

様の一人一人の結集等々が

そのためにも、組合員皆

していきたいと思います。

おける、更なる発展を目指

うなかで茨城の菓子業界に

立案・参加等を積極的に行

イーツがたくさん登場し、

その試行錯誤の末、完成

生かせる給食関連の会社だ

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

長・小谷寛

かもしれない。知事のお話

全国的にも知られるように

ては少し異色の経歴の持ち

号は想像以上の反響で、食

実した一日となった。齊藤

はユーモラスでありながら

なった今では年間約４００

主である。元々は生まれ育

やコスト面等の条件内で少

した人から感謝の手紙をい

理事長、山本専務、ご来臨

含蓄に富んでいる。そして

万人の観光客が訪れる大分

しでも美味しいものを提供

の岡野貞一が作曲したこの

聴衆や主催者への配慮もま

県を代表する温泉観光地の

った大阪で調理師の勉強を

できるよう研究を重ねた。

の気持ちを込めて作った米

名曲を踊りながら合唱し

た、模範とすべきものが多

した後、自らおでん屋を経

ただいたこともあり、提供

界おもちゃ博覧会では赤シ

く含まれていると感じた。

一つである。そんな湯布院

営し、開店以降しばらくは

そんな中、ホームのお年

ャツを着て駐車場係をして

祝賀懇親会では全菓連の

丸となり努力していければ

順調に商売を続けていた

制定した鳥取市の羽場副市

としての位置付けをし、販

と期待をしております。

長。すぐれた酒米（酒造好

まさに「茨城の職人の技」

路の拡大を図りました。

会に比べて、ものすごく少

成分・ビタミン・ミネラル

が光る、お菓子等を紹介す

「ふるさと」踊りながら合唱

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

茨城より心を込め魅力発信

ますと、障碍者支援施設等

開催状況の一部を紹介し

ができました。

ても積極的に参加すること

いばらきスイートフェア２０１７

このほど、茨城県庁をメ
イン会場として第六回「い
ばらきスイートフェア２０
１７」が盛大に開催されま

県内各地において開催され

の参加、茨城・県北西部が

ており、今回開催三日間で

の素晴らしさを周知するこ

らきの食の安全・安心」「地

３，０００トンの生産量と

10

43

分

大

万人を集めアンケートで

・食物繊維」をバランスよ

ることができました。

ない費用で、目標の二倍の

周年に合わせ

30

一日だった。鳥取県菓子工

38

60

く含んでおり、その地場産

15

いばらきスイートフェア

10

した。

一一四店舗の多くの参加が

ょうか。

とができたのではないでし

県内の和洋菓子・パン等

ありました。

産地消」をテーマに、地場

なっており、サツマイモの

茨城の「さつまいも」生

産の食材のイメージアップ

主な栄養素として「糖質主

の店舗が一堂に会し「いば

をはかり、消費拡大を図る

「菓匠花より」を営む川部雄一郎氏

橘花栄光賞の伝達

50

ための活動に、当組合とし

19

50

取
鳥
城
茨
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第941号

第 回

九州ブロック長崎大会

全菓連
青年部

端島（軍艦島）上陸周遊クルー ズ

上陸周遊クルーズでは、

に無人島となった。

年１月に閉山し、同年４月

安全方針により、上陸基準

例や安全基準と運行会社の

が０・５ｍを超える等、条

ｍ／秒を超える、波の高さ

運ばれていた。３号棟は昭

に北九州市の八幡製鉄所へ

れた石炭は原料炭として主

幼稚園があった。掘り出さ

服を脱ぎ入るが、体に付着

着のままで入り、２回目は

３回入る。１回目は着の身

り、最初にする事は入浴で

の操業中は

ルを電源としている。炭鉱

の灯台のみで、太陽光パネ

のは閉山後に作られた無人

時間３６５日

長崎港を出発後、軍艦島到

は年に１００日程度とされ
呂がついており、当時は高

で、間取りも広く、唯一風

回目と２回目は海水を使用

目は普通の風呂になる。１

船は真っ黒であった。３回

した炭塵を落とすので、湯

と島全体を覆うほどの大波

東部にあるが、台風が来る

橋は比較的波が穏やかな南

たので必要がなかった。桟

に煌々と明かりが点ってい

動き、灯台は無くても、常

国菓子工業組合連合会青年

下１０００ｍ以上

底炭鉱の島で、地

内の一つで、現在でも稼働

た第一、第二、第三船渠の

渠は、明治時代に建造され

在も稼働している。第三船

は５，３００人が生活して

い島である。昭和

年代に

た。人工的に作られた小さ

年に軍艦の様な形に収まっ

回拡張工事を行い、昭和６

を掘りだしていた。過去６

ガスが発生したり、炭塵が

％もあった。石炭を掘ると

た。坑内は

０００ｍで作業をしてい

ていた。深い所では地下１

離れている場所で作業をし

こから横坑で最大２・５㎞

るエレベーターを使い、そ

の坑道まで高速で立坑を下

ているときは、６００ｍ下

軍艦島で石炭の採掘をし

た。

ブルで供給するようになっ

で発電したものを海底ケー

するようになると、隣の島

なっていたが、電力が不足

気は当初、自家発電でまか

島から水道管を引いた。電

には、６・５㎞先の野母半

った。最盛期の昭和

年代

要な水が制限される事もあ

べなくなるので、生活に必

たが、天候が悪くなると運

術である。

時代にこの荒海に軍艦島を

工法がある事により、明治

からある工法である。この

石を積み上げる、江戸時代

呼ばれる接着材を使用し、

と海藻を混ぜて作る天川と

護岸と呼ばれ、赤土と石灰

垣で作られていた。天川の

作りに見えるが、元々は石

護岸は一見コンクリート

になる。

年にできたアパート

ている。上陸後は見学用に

していた。水源が無いので、

の地点まで採掘し

している。船渠とは通常ド

おり、人口密度は東京の９

舞うので自然発火や爆発の

現在、島で稼働している

るボタをベルコンベアで海

和

があった。三菱長崎造船所

級アパートと呼ばれてい

長い間真水を船で運んでい

が設けられ、上陸できるの

では、世界文化遺産に登録

て、課長以上の幹部職員が

着までの船中で周囲の案内

端島（通称軍艦島）への上

整備された通路を通り、３

住んでいた。

世界文化遺産に登録された

陸周遊クルーズを行った。

つある見学広場から見学す

（先月号より続く）

回全

回菓業青年会九州ブ

されている日本最初の電動

る。

ロック長崎大会・第

第

軍艦島は長崎港より南西
クレーンである、ジャイア

ていた。岸壁が島

ックと呼ばれ、船の建造や

・３倍で世界一であった。

恐れ、落盤事故の可能性が

旧住宅地では、いつ壊れ

約４８０ｍ、東西約１６０

に
ントカンチレバークレーン

部九州ブロック長崎大会
は、エクスカーションでは、

の周囲を覆い、鉄

修理に使用される。第三船

小中学校は７階建てで、１

あり、一度地下に降りると

年に

筋コンクリート造

渠には海水を排出するポン

階から４階は小学校、５階

仕事が終わるまで緊張を強

の説明があった。約１００

りの建物が建ちな

プが１００年以上経過した

から７階が中学校、６階に

るか分からない状態であ

ｍ、周囲約１，２

らぶ姿が戦艦土佐

現在でも、稼働している。

は音楽室、講堂、図書室が

いられる職場であった。地

る。

３，０００㎡の海
能力は約１５０㌧あり、現

年間にわたり石炭

に

時間捨てていた。１階

初期の「きびだんご」は

を生み出しました。このこ

ージによる「きびだんご」

家・五味太郎先生のパッケ

ロの字に建てられ、吹き抜

を取るために、カタカナの

あった。風通しと日当たり

堂や売店、地下道の出口が

７階地下１階で、地下は食

筋の集合住宅になる。地上

てられた日本で一番古い鉄

できた。

数少ない公衆電話に行列が

ので、外に連絡するため、

時から電話代が割引になる

と行列ができた。昔は夜８

た。郵便局は夜８時になる

には郵便局と風呂屋があっ

串に刺さったものだったよ

とが、日本を代表するお土

号棟は大正５年に建

うですが、鉄道の発展と共

産菓子としてのベースにな

山まで

年から閉

に似ている事から

こちらも世界文化遺産に登

上に戻ると、炭塵によって

買い取り、明治

「軍艦島」と呼ば

録されている。三菱長崎造

あった。学校の隣に昭和

体中が真っ黒になってお

年前に建造され、つり上げ

れるようになっ

年に建てられた９階建ての

００ｍ、面積約６

た。国内の主要エ
船所立神工場では、戦艦武

アパートがあり、屋上には

江戸時代末期、池田藩の

に、箱詰めに変え一個ずつ

軍艦島上陸には、風速５

治める岡山で１８５６年に

四角い棧の中に入れ販売し

で安全な材料を使用し「き

開始。厳選されたより確か

農法によるもち米の栽培を

度経済発展の頃には、有機

が爆発的に増えた昭和の高

語、そしてそれを伝える和

日本全国に愛される物

す。

ぎない地位を確立していま

って、地元で愛されるゆる

のある自社販売店舗と相ま

準拠の新工場が完成。風情

になっており、波を被って

る。外側に窓があるが廊下

堤防替わりにもなってい

は、くの字型に建てられて、

沿って建っている

号棟

同になっている。海岸線に

トイレ・炊事場・風呂は共

の間取りで、家族で住み、

畳一間、設備はかまどのみ

けになっている。部屋は６

がいる方は故郷に帰るが、

島で火葬され、引き取り手

お墓と火葬場で、隣の中ノ

少なかった。島に無いのは

ープで上げるくらい娯楽が

映画のフィルムだけは、ロ

に波が荒れていても給料と

と留置場もあった。どんな

荘、パチンコ等の他、警察

場、映画館、スナック、雀

中国新山（現在の総社市）

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

創業されました。当時の「き

どこにでもあった日常の食

びだんご」の味に磨きをか

菓子屋とお菓子が存在する

廣榮堂さんです。

に鬼ノ城を構え、暴れ回り、

びだんご」は日本全国黍（き

た百済の皇子・温羅は、備

人々に迷惑をかけていたよ

べ物だったそうです。その

平成になり、日本中の子

けていったとのことです。

株式会社廣榮堂

最近テレビのＣＭでも話

うです。吉備津彦がその成

老漁夫がきびだんごを献上

きびだんごを当時の池田藩

様」

題の三太郎のうち、やはり

し、見事鬼である温羅を成

筆頭家老で武家三茶人のひ

太郎と言えば「きびだんご」
を思い浮かべる方も多いの
ではないでしょうか。
ちなみに日本昔話にある

年に、ＨＡＣＣＰ

桃太郎伝説は日本各地にあ

敗した、という伝説が残っ

平成

ります。中でも有名な伝説

ています。

新幹線開通と共に生産量

が岡山の「吉備津神社社記」

ども達に食べてもらえる

らしいのだと思います。

が、石炭採掘に伴い発生す

いない方は中ノ島の納骨堂

とり、伊木忠澄に指導を賜

「きびだんご」にしたいと

も部屋まで入らない様にな

そして昔話にも登場する

いう思いが、世界的絵本作

岡山という地が本当に素晴

・吉備津彦命による「温羅

りながら改良を重ね、茶席

に納めていた。
菓子として完成させました。

っている。大きい穴がある

「きびだんご」を生産し、

13

販売されている店が岡山の

尾関 勇

（うら）退治」と言われて

31

を誇ると思います。その桃

に記された考霊天皇の皇子

島の中にはビリヤード

桃太郎は日本昔話の中で

られたようです。

℃、湿度が

ネルギー源が石炭
蔵が建造された。

拡張できた。貴重な土木技

から石油に移行し

端島は三菱が明治

㎞の沖合にあり、南北

24

たところ、更に大人気に。

たため、１９７４

30

び）の採れるところなら、

軍艦島の見学

24

95

敗に派遣された際、近くの

「岡山県

23

１、２を争う知名度と人気

30

20

30

24
36

84

19

19

34

19

63

います。当時鬼と恐れられ
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５月

日の４日

た︒広島は酒処でもあり︑

広島ケーキショー
和菓子フェスタ

日〜

公認﹃カープ坊や﹄の生菓

です︒

のオンラインで購入も可能

このカープ坊やは︑下記

る気が倍増です︒

子をお子様たちと一緒に作

言えばカープ︒カープ球団

っていきました︒こちらも︑
店名

田

天光堂

浅野四十二万石本舗

カープ人気なのでしょう
天光堂／販売業者
有限会社／販売責任者

か︑とても大好況で職人さ
んが︑とても足りないくら

酒粕をどうにか使えないか
と︑技術センター様と商品
川有洋／所在地

間︑広島菓子博を終え︑毎
年︑広島福屋本店で広島ケ
いでした︒

︱８／電

広島県広島市

〒７３０

開発を企業が進めておりま
︱００５２

組合員の
皆 様 に

第
日から５月

期通常総会報告

伊勢菓子博の報告

を主とした多額な費用がか

力をしましたが次の菓子博

さです︒前回広島大会でも

覧会までの間にお伊勢さん

日ま

は協賛金とブース設置費用

出来ました︒菓子博覧会に

玉県らしい菓子文化を披露

味していただいて大いに埼

話番号 ０８２︱２４１︱
部会長・三谷憲生
koudou42.com/
２５３２
http://www.ten 広島県菓子工業組合青年


４月

会にあたり褒賞の行政の指

菓子博の清算業務を終わら

かります︒当組合としまし

国菓子博覧会が開催され大

導により透明性を高めるた

せなくてはなりません︒組

て出費を最小限に抑える努

成功に終了しました︒当初

め︑消費者審査を導入する

合員の皆様のご理解ご協力

最高の栄誉の名誉総裁賞は

埼玉県菓子工業組合は参加

などで各方面から︑菓子博

をよろしくお願いいたしま

０本でした︒今回三重県大

を見送る方針でありました

覧会のあり方が課題となり

回全

が︑今回の菓子博覧会もな

ました︒埼玉県菓子工では

で三重県伊勢市で第

んとか参加する事が出来ま

す︒

参加を途切らすのは忍びな

回からの菓子大博覧会連続

案から第五号議案まで無事

開催されました︒第一号議

市ベルヴィアイトピアにて

て今後は全国に展開してい

風光明媚な伊勢志摩と伊勢

おりました︒いざ始まれば

便が少し悪いかと危惧して

の感覚として会場の交通の

議案・

度事業計画審議承認︑４号

審議承認︑３号議案・

承認︑２号議案・収支決算

中区千田町２︱

した︒ご協力を頂いた組合

意見が相次ぎ理事会では伊

多く県民性も手伝って組合

いとの事で参加いたしまし

るイオンモールにも提案・

と︑やはり職人さんも︑や

子供たちの笑顔をみる

ーキショー＆和菓子フェス

新商品へとなりました︒

島のお菓子屋さんの新たな

大評判で品切れが続出︒広

酒菓スイーツは︑どれも

した︒

毎年︑テーマを決め︑各

タが開催されています︒

企業が新商品に取り組みま

今年は﹃酒粕﹄をテーマ

す︒

員と協力会員の皆様には深

日行田

員の皆様が菓子博覧会での

審議可決されました︒１号

期通常総会が６月

埼玉県菓子工業組合第
勢大会は不参加に傾いてお

褒賞を欲しがらない風潮が

た︒各県のお菓子の特徴は

りました︒最終的には第一

続いておりました︒その為

議案・

年度庶務事項報告
少しずつ違います︒埼玉県

特徴のお菓子で︑老若男女

道路に通行規

客様で近隣の

らも多くのお

より県内外か

オープン当時

ントを有し︑

１４８のテナ

初出店を含め

地域によって特徴はそれぞ

いる商品です︒お店︑また

組合がブランド化を進めて

いろとして徳島県菓子工業

屋・山口につぐ日本三大う

れている和菓子です︒名古

昔から地元のお客様に愛さ

れているソウルスイーツで

ほとんどの和菓子屋で作ら

阿波ういろは︑徳島県内

いとの意気込みです︒それ

がないらしく是非成功した

スを設けるのは全国でも例

に特化した商品の販売ブー

業組合とコラボし︑テーマ

者様からは︑地元の菓子工

イオンスタイルのご担当

だくことができました︒

コーナーとしてご用意いた

多い場所を﹁阿波ういろ﹂

につきやすく︑通行客数の

ル内の通路に接した一番目

子

子屋の仕事委員長・吉田恵

徳島県菓子工業組合・菓

な気がいたします︒

界も盛り上げていけるよう

していけると︑より菓子業

販売の仕方を全国でも展開

んでおります︒このような

う︑という想いを持って組

子で幸せの追求をしていこ

盛り上げていきたい︑お菓

る徳島を美味しいお菓子で

万人の沢山な来場者様に

年度収支予算案承

認︑５号議案・新役員選出

務理事・中島祥夫

組合副理事長兼専

埼玉県菓子工業

させて頂きます︒

は後日︑本紙面で

同氏のお店の紹介

もしい限りです︒

労を厭わないと頼

して組合の為に苦

強化とパイプ役と

す︒県庁との関係

も努めておりま

埼玉県県議会議員

ました︒中野氏は

英幸氏が選出され

らづくり本舗中野

新副理事長に川越市のく

承認です︒

伊勢菓子博の埼玉県ブース

埼玉の菓子を見て買って賞

年

を問わず多くの方に愛され

販売に繋げていきたいとの

私たち徳島県菓子工業組

ご意見も頂戴しました︒

制が出るほど

れありますが︑小豆餡︑白

と同時にこの成功事例を得

神宮のおひざ元とあって約

オンスタイル内の銘店コー

銘店コーナーには︑徳島

の集客を果た

餡などに米粉・餅粉を練り

29

数が全国１・２を競う少な

に過去に受賞した機関賞の

当組合は首都圏の会員も

く感謝を申し上げます︒

56

ナーに於いて︑ブランド化

県内の様々な菓子やお土産



﹁ イ オ ン ス タ イ ル 徳 島 ﹂で

徳 島
初出店

郷土菓﹁
子 阿波ういろ﹂の共同販売

事業

いろ﹂のコーナーを企画提

合はチームワークを大事

案することで︑県内

が並び︑個々の商品が所狭

に︑県内で争うのではなく︑

大手スーパー︑イオンが徳

所の様々な阿波ういろ商品

競うことにより︑共に愛す

日にグ
島県初上陸で話題性も十分

しと魅力を発し並べられて

２０１７年４月
ランドオープンしたイオン

おりますが︑イオンスタイ

しています︒

こみ︑もちもちした食感が

となりました︒

徳島県菓子

合員ひとりひとりが取り組

工業組合はイ

ました︒徳島

20

さて︑青年部は︑広島と

21

玉

が銘店コーナーに並ぶ運び

﹁阿波ういろ﹂コーナー

28

29

とした酒菓スイーツでし

56
27 14

21

で徳島県民の心を揺るがせ

27

スタイル徳島︒全国展開の

10

60

カープ坊や

埼

続けています︒

11

に力を注いでいる﹁阿波う

菓子教室

2017
18
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広
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今回は、東北・北海道ブロックの宮城県菓子工業組
合青年部を牽引されているお二方とその会社（店舗）
に訪問させていただきました。
長年地元の
地域に根差し、 お
愛される
客様に

喜久乃家

ご本人に話を伺うと「地

た。そのひたむきな情熱で、

す」と語ってくださいまし

としての原点になっていま

くださることでしょう。

満たすお菓子を作り続けて

今後も地元のお客様の心を

氏、洋菓子の製造は政行さ

元の高校と東京製菓学校洋

んがされるというまさに羨

菓子課を卒業後、神戸市の

一人目は、実直な人柄で

組んでいらっしゃる努力を

神戸ドイツパンで修行中に

リーダシップを発揮し宮城

垣間見ることができまし

ましい父子鷹です。更に、

発展にも貢献されています。

た。同社の看板商品は「姥

県青年部の現部長を務めて

鈴木政行さんが代表取締

店内には鈴木政行さんが

の商品です。

役社長を務める「喜久乃家」

制作した美しい「飴細工」
阪神淡路大震災に遭遇し、

品製造はもとより、常に技

（きくのや、有限会社喜久

杉（ う ば す ぎ ）」 と「 も ち

腕や肺に大ケガをして入院

術の向上にも精力的に取り

乃家）は、大正７年に宮城
が展示されており、洋菓子
ぷりん」で、前者は二代目

したんです。でもそんな辛

鈴木さんは宮城県洋菓子協

県栗原市築館にて創業さ
協会主催のコンテストでは
から続くロングセラー商

い時こそ『菓子を作れる喜

会理事も務めるなど業界の

れ、長きにわたり地元のお
常連の一人で、２０１０年
品、後者は老若男女問わず

おります鈴木政行さん。

客様に愛され続けている和
東北ブロック協議会会長賞

び』を痛感し、パティシエ

二人目は、東日本大震災
社長を務める「伊達瓦せん

佐藤明さんが代表取締役

町にて創業され、仙台城に

年に宮城県仙台市青葉区宮

楽第に模して築かれ、城の

ますが、全て豊臣秀吉の聚

に封ぜられ仙台城を築城し

れた栄養豊富な卵を使用

糖そして蔵王山麓で育てら

で、厳選した小麦粉に上白

「仙台銘菓伊達瓦せんべい」

同社の看板商品は、勿論

時

19

ブロック長・長谷川浩一郎

全菓連青年部東北北海道

ださることと存じます。

青年部を温かく見守ってく

もご本業の発展のみならず

に纏め上げる人柄で、今後

ルでありながら周囲を上手

くださいました。一見クー

す」と涼しい表情で語って

いことはなかった気がしま

自分があります。あまり辛

色々なことを教わり、今の

ばかりでしたが先代から

ました。勿論初めての経験

に平成９年に一茶を継承し

しており、妻との結婚を機

や物流機械販売会社に勤務

校卒業後は自動車販売会社

ご本人に話を伺うと「高

も熱心です。

好に合わせた商品の開発に

きせんべい」など現代の嗜

（原則、水曜日休み）

分～

話：０２２８―２２―２８１５

栗原市築館薬師３―７―

所縁のある「伊達瓦せんべ

四隅に本瓦葺きの三重櫓。

し、創業以来守り続ける技

営業時間：８時

い」で有名な煎餅一筋の会

この時用いられたのが仙台

術により作られる逸品で

として最初の瓦であり、銘

関ヶ原の戦いが終わった

菓「伊達瓦せんべい」はこ

社です。

１６０１年、藩主伊達正宗

す。同商品以外にも「仙台

30

電

26

喜久乃家

洋菓子の会社です。主に和
人気を博している和洋折衷

名物せんべい

歴 史 に
ちなんだ

以降の困難な時期にも宮城
べ い 本 舗 一 茶 」（ い っ さ、

伊達瓦せんべい本舗 一茶

県青年部を支え続けた前部

れに因んだものだそうです。

みそ」のように地元の素材

万石

は徳川家康から伊達

仙台市宮城野区二の森3-62
電
話：022－792－6778
営業時間：10時～18時
（日曜・祝日休み）

を活かした煎餅や「うす焼

伊達瓦せんべい本舗 一茶

有限会社一茶）は、大正

62

仙台城の

はじめ受賞多数。日々の商

鈴木政行さん

菓子の製造は御父上の政彦

姥杉
（前）
・もちぷりん
（後）
佐藤明さん

長（現顧問）の佐藤明さん。

店舗データ
店舗データ

12
伊達瓦せんべい本舗一茶のせんべい
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いて

開

けがあった。魚津は県内で

ランス議会で「大手スーパ

２０１６年２月３日にフ

ないを、もういちど。」で（農

「 食 べ も の に、 も っ た い

食品ロス削減国民運動

ずる」法案が可決され、慈

農林水産省、経済産業省、

庁（消費者庁、文部科学省、

林水産省で商標登録）５省

日か

バンク」は、まだ食べられ

協議会や自治体・学校など

（非営利団体）で社会福祉

理事・細田正樹（㈱山久）

東京都菓子工業組合専務

も亘り「加積りんご」とし

歴史は古く１００年以上に

津らしいお菓子をご提案出

来ないものかと考え、新し

い加積りんご菓子としてブ

ッセ生地の間に加積りんご

のコンフィチュールをサン

ドした「蜃気楼の見える街

陛下は「蜃気楼の見える

Ⓡ」を開発した。

街Ⓡ」をお召し上がりにな

※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。）

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。

☎03-3400-8901

☎03-5781-6577

16-T24464

でも始められています。

３年）が廃棄され、まだ「食

ーの売れ残り食品廃棄を禁

善団体に寄付するか家畜飼

月

者として「食品ロス削減の

る食品を企業や農家などか

が天皇皇后両陛下のご臨席

て永く愛されている。加積

られた際に、侍従にお菓子

◇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◇

といわれる。

べられる食品」が６３２万

料や農業用堆肥に転用する

年

２０２５年までに「食品

テーマ」である賞味期限表

量限定などロスを生み易い

い」を再認識する講演でし

我々も出来る事から実行

た。

が有ります。
日本でも全国

れる物を廃棄する一方で、

しましょう。

同数の人が栄養不足である

の元、開催され、大盛会の

りんごの産地としての特徴

について聞かれ、その加積

りんごのお菓子にご感想も

森弘

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

る２，７９７万㌧（２０１

㌧（東京都民 年間の量に

これは、日本で１世帯４

推進、平成

廃棄半減」目標としていま

匹敵）捨てられてます。

人家族が１年間に捨てられ

の視点」 につ

回通常総会開催

井出 留美 氏

東京都菓子工業組合協力会 第

講演会

回

環境省）が連携し、官民を

「食品製造業の食品ロス削減のアプローチ
日第
こととなりました。

協力会と東菓工合わせて

年７月

食品廃棄量が

おいて寺本眞一会長（㈱寺

平成
る食べ物６万円相当とな

人 ／ 年、 コ ス ト は 最 大

名が参加しました。
り、１人１日１個分（約１

あげて食品ロス削減運動を

３４ｇ）の「おにぎり」を

㎏／

Office3.11代表取締

ら施行されました。

量が「米の収穫量約８００
す。

製品・卸と小売の１／３ル

食品業界に携わっている

万㌧相当」で、現在は「魚

ールや欠品ペナルティー条

㈱

本製菓材料社長）が再任さ

総会・講演会・懇親会に

東菓工協力会総会が上野精

日に富山県

加積りんご で
「蜃気楼の見える街Ⓡ」

全国植樹祭天皇皇后両陛下行幸啓

今年の５月

うちに終えた。そのメーン

は、収穫地が国内において

のりんごの一大産地、その

会場に弊社が創業以来店舗

最南端に位置しており、全

回全国植樹祭」

を構える魚津市が選ばれ、

んご」同様に贈答品として、

その開催当日までの準備期

述べられた。

年間通じてご愛顧頂けるよ

国的にも流通量が少なく希

「加積りんごのアップル

うに、さらに改善しながら

間は１年以上にも亘り、国、

このお菓子が地元の消費

パ イ 」「 加 積 り ん ご の チ ー

者により認知され「加積り
を行ない、冷凍保存する。

ズ タ ル ト 」「 加 積 り ん ご ロ

少なりんごとも言える。し

そしてそれらを、年間を通

たがって収穫されるりんご
んごを毎日仕入れる。スタ

して必要分適時解凍をし、

育てていきたい。

県、市をはじめとする行政

ッフ総出で、りんご洗いか

ール」などが年間を通じて

機関と、地元企業や団体、

ら、皮むき、芯取り、カッ

それぞれ「加積りんご菓子」

店内に並ぶ中、この度の行

掛けられ、初冬に収穫時期

クリスマス商戦の準備も

ト、加熱加工を毎日すべて

の具材として製品化してい

は、そのほとんどがりんご

月下旬頃から２週

く。

そして市民が一丸となって

者の県外向けへの贈答品な

始まる

手仕事で行う。その半製品

を向かえる。

その中で年明けに両陛下

どに使われている。加積り

を一度小分けにパッキング

協力し盛り上げた。

行幸啓にて地元のお菓子を

間のわずかな期間に、地元

富山県菓子工業組合・玉
の契約農家から１年分のり

幸啓のお声かけで、地元魚

んごの主力品種「ふじ」は、

の農家が直売し地元の消費

にて「第

発

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

議も可決され、役員改選に

～

役の井出留美先生を講師に
２００億

れました。

全国民が１年間での食品ロ

養軒で開催され、議案の審

お迎えして「食品製造業の

２
( 兆７０００億

の収穫量６２２万㌧」に匹

ら引取り、福祉施設や困窮

件緩和等など「もったいな

して頂きました。
クイズ形式で行われテキ

量と適正処理の条例」で平

者などへ食べ物に困ってい

示とその見直し・季節や数

ストに答えを書き込む独特
敵する膨大な数量と金額が

る人に渡す活動とその組織

京都市では「廃棄物の減

な講演で、数字が多く多用

年：

年： 万㌧を平成

・７万㌧に、食品ロスに
おいて現在６・５万㌧を５

日本を含め全世界で、絶
対貧困数が世界人口の９・

米国で１９６７年（昭和

万㌧に目標設定しています。

も先生の話にグイグイと引

６％に相当する７億２００

体がフードバンクを行って

万人（２０１５年予測）が

おり、活動の主体はＮＰＯ

全世界では生産量の３分

年）に誕生した「フード

日本では、食品向け８，

品が廃棄されています。

以上の団

成

を
)

25

無駄になっています。

円相当

スと同じ量となります。

10

されましたが会場の参加者

の視点」をテーマに講演

25

３３９万㌧の約 ％にあた

おり、これは十分に食べら

の１相当となる 億㌧の食

き込まれました。

また日本の数年前の廃棄

食品ロス削減のアプローチ

€

平成29年3月作成

※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。

85

農家に一年通しててしおに

－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。

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）

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。

（オプション）

10

30
28

（リコール費用担保特約）

（オプション）

1

39

召し上がられるとの話があ

加積りんご

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

講師の井出留美先生

20

39

り、県の担当者よりお声か

蜃気楼の見える街Ⓡ

5.リコール（回収）費用保険

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。

30

4. 施設賠償責任保険

（食中毒利益担保特約）

（オプション）

3. 食中毒休業補償保険

2. 初期対応費用担保特約

82

26

28

＋

10
11

1. 生産物賠償責任〈PL〉
保険（基本加入）

制度の概要

68

● 更新申込締切日：平成29年3月31日
（金）

● 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）
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40
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41

42
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（毎月 15 日発行）
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工
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第三種郵便物認可）

新

第941号

日︵水︶〜

14

日︵金︶に東京

回デザート・スイーツ＆ベー

14 12

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会

は２０１７年４月

ビッグサイトで第

カリー展を開催しました︒同展では藤井青銅氏︵一

その①

日本の伝統 × 素材 × 地域 で独自の変化を遂げる

ったほうがおもしろい︑テ

レビ的にはそのほうが映え

る﹂と提案したら︑いっこ

く堂は﹁最近の衛星中継は︑

ずれませんよ﹂と答えた︒

くらいで普段デパートに来

そうではあるけど﹁世間の

ない方がいらした︒若い方

人は〝声がずれるもの〟と

い い よ ﹂﹁ こ う し な い ほ う

パイのパイによるパイのた

般社団法人日本パイ倶楽部理事︑作家・放送作家

台本に巡り合っていない︒

が い い よ ﹂﹁ こ っ ち の 方 向

めの一般社団法人が生まれ

も噂を聞きつけて来た︒近

いう認識があるから大丈

藤井さんは作家だから書い

にアピールしよう﹂という

で１万人が来場し︑日本人

年︑若者たちにデパートが

・脚本家︶を講師に迎え﹁日本の伝統×素材×地

私は作家として本を︑放

てくれないか﹂と言われた︒

のがプロデュースである︒

はこんなにパイが好きなの

﹁理事になりませんか﹂と

忘れられていると言われる

域で独自の変化を遂げる﹁ご当地パイ﹂の世界〜

送作家としてドラマの脚本

書いただけではなく演出や

今回お話する﹁ゆるパイ﹂

言われた︒日本パイ倶楽部

夫﹂と説明し︑やってもら

やバラエティの台本を書い

プロデュースもし︑うまく

にも︑実はそれと共通する

代

というが︑お土産菓子のパ

ったら︑うまくいった︒衛

ている︒たぶん私が一番知

いって売れた︒﹁衛星中継﹂

くらいの女性が多かった︒

﹃ゆるパイ﹄から学ぶ土産菓子のヒント〜﹂をテ

られているのは︑腹話術の

というネーミングは私が提

私はメディアの人間だか

ゆるパイ図鑑

星中継は︑今も彼の代名詞

いっこく堂の売り出しでし

案した︒いっこく堂は元々

た︒うなぎパイは有名だが︑

ーマに講演を行いました︒

ょう︒実際に会ってみて︑

﹁声が遅れて聞こえる﹂と

﹁それはこうしたほうが

テクニックの素晴らしさに

いうタイトルでやってい

になっている︒

驚き﹁こんな凄い人が何で

所がある︒

無名なのだろう﹂と思った︒

「ご当地パイ」の 世界
『ゆるパイ』から学ぶ土産菓子のヒント

藤井 青銅 氏（一般社団法人日本パイ倶楽部理事、作家・放送作家・脚本家）
特徴を分析した︒そして﹁ゆ

集め︑各県ごとに分類して︑

で取り上げてくれた︒

雑誌︑ウェブメディアなど

したら︑テレビやラジオ︑

で︑そのような打ち出しを

食べるパイは︑その対比で

イ が﹁ ゆ る パ イ ﹂︑ お 店 で

このうち︑お土産菓子のパ

の両方含めたパイである︒

﹁まじパイ﹂になる︒ちな

るパイ﹂と名付けた︒ゆる

販売も実施した︒全部揃

言っているだけである︒

キャラのパイ版というネー

ミングである︒

種はあった︒皆さ

30

みに﹁ゆる﹂は私が勝手に

〜

このように一般社団法人

20

えられなかったが︑売る物

もできて︑今年２月に第２

は

ん凄い勢いで﹁○○パイは

回のゆるパイ展をした︒吉

47

全国ゆるパイ展

本を出した時︑渋谷ヒカ

あ り ま す か ﹂﹁ 展 示 し て い

祥寺の東急デパートで︑会

たあれはありますか﹂とい

う感じで買われた︒

コレートと言っている時

都道府県のいろい

ＭＵ

一般社団法人・
日本パイ倶楽部

リエで全国ゆるパイ展を行

った︒

ろな物を展示するｄ

﹁うちはパイだ﹂という東

47

期は５日︑バレンタインデ

急百貨店も冒険するなあと

代

ーにあわせた︒世間がチョ

﹁何かおもしろいな﹂﹁パ

都道府県分ある︒県によ

︑

40

ＳＥＵＭという場所を使わ

イはいけるんじゃないか﹂

思った︒お客様は
30

47

せてもらった︒こたつ板く

って２〜３種︑１種しかな

と噂を聞きつけ︑翌年には

10

らいの大きさを１県とし︑

日間

30

いところもあった︒

かと驚いた︒来場者は

のだろう﹂というところは︑

なか︑こういうことをすれ

塩や黒糖︑味噌︑醤油など

イとアップルパイ・ミート

魚も肉も野菜も有名なも

ら︑何をすればメディアが

おいしさ﹂と書いている︒

のはないが︑何かパイを作

全国にはいろいろなパイが

﹁どじょうパイ﹂は︑うな

２０１４年︑私は﹁ゆる

ぎの里﹂はパイとはついて

ぎパイより一回り小さい︒

た︒最初︑プロデュースす

いないが中身はほぼ一緒で

の 素 材 が あ る︒﹁ し ょ う ゆ

紹介者には﹁この人のテク

りんごパイはアップルパイ

あ る︒﹁ う な ぎ ん ぽ ﹂ は 浜

りたいというところは︑郷

や﹁黒糖塩パイ﹂という塩

パイ﹂という真っ黒なパイ

が︑何をパイにすればいい

土 料 理 に 行 く︒﹁ き り た ん

﹁とりたてて名産はない

とは違う︒山口県・萩は︑

うなぎとどじょうは違うと

ぽパイ﹂や﹁きしめんパイ﹂

ので︑パイにしたい気持ち

秋田の﹁はたはたパイ﹂を

夏みかんが有名なので﹁夏

名湖銘菓と書いてある︒﹁う

差別化している︒

ば来るんだなという感じだ︒

もらった︒浜名湖はうなぎ

みかんパイ﹂︒﹁しじみパイ﹂

ないっぱい﹂は﹁しびれる

パイなどお店で食べるパイ

だ か ら﹁ う な ぎ パ イ ﹂︑ 秋

は島根県の宍道湖︒これら

喜ぶかが分かっているの

田ははたはただから﹁はた

は地域の名産がパイになっ

はわかる︒

は た パ イ ﹂︒ な る ほ ど 分 か

パイもそうだが﹁さぬきう

﹁何かパイを作りたい﹂と

ると思った︒次に﹁きしめ

ど ん パ イ ﹂﹁ ほ う と う ミ ニ

いうところは﹁石見銀山丁

と砂糖を同時にアピールし

魚介もフルーツもあまり

パイ﹂がある︒その変形で

銀サブレパイ﹂がある︒石

も同じだろう︒郷土料理の

ないが︑肉が有名なところ

菓子イン菓子の﹁東京ばな

の﹁さくらんぼパイ﹂など

全国のパイを集めた分析

は肉を使う︒松阪牛のパイ

奈パイ見ぃつけたっ﹂があ

ている︒

結果だが︑１つはうなぎパ

は知るだけでも３種類あ

んパイ﹂をもらった︒これ

しじみなので︑丸いパイを

イ︑はたはたパイなど魚介

る︒仙台の牛タンのパイも

素材とパイの関係

つくればいいのに︑なぜ細

系がメインで︑半分くらい

さらに食材にこだわらず

ら︑きしめんパイと思った

長いパイなのか︒これは︑

を占めている︒山口県は﹁ふ

る︒﹁ 東 京 ば な 奈 見 ぃ つ け

たものもある︒

が︑きしめんは小麦粉であ

うなぎパイの影響が強いか

数種類ある︒これはミート

たっ﹂が既に有名なので︑

中で粉イン粉は︑きしめん

る︒小麦粉を小麦粉に入れ

らだ︒あれだけ大ヒットし

パイがあるからおかしくは

は分かりやすい︒

ている︒おもしろいので︑

ぐ パ イ ﹂︒ 佐 賀 県 は﹁ む つ

ない︒

ただ︑りんご︑夏みかん︑

日本中にきっとあるに違い

たから︑その後に作るパイ

ごろうパイ﹂だが︑メーカ

も名古屋はきしめんだか

ないと思い︑パイを探し始

ーに聞いたらむつごろうは

土産菓子の三要素

は︑みんな細長い︒うなぎ

あるので︑集められるだけ

お土産のお菓子は三要素

パイがどれだけ強大かが分

つまり﹁ゆるパイ﹂とは︑

めた︒

かる︒

パイ図鑑﹂という本を出し

がある︒①味は最低限おい

はたはただったり︑きしめ

るにあたり﹁衛星中継と言

さらにパイにした︒ただ︑

しくなければいけない︒②

んのような名産が入ってい

る﹁地方名産○○パイ﹂と

いうことだ︒

ニックは凄いけれど︑いい

東京はバナナの名産地では

その土地らしさ︒そして︑

それはうなぎパ
イから始まった

な い︒﹁ 焼 き か り ん と う パ

誰でも知っている﹁うな

魚介も肉もないところ

イ﹂は︑かりんとうだけで

③ウケることが大事︒お土

ぎパイ﹂の販売は１９６１

は︑野菜でパイを作る︒下

もお菓子なのに︑焼いてさ

産で人にあげた時︑みんな

年で︑新幹線が通る前であ

くせがあるので︑くさみを

仁田ネギは有名で︑パッケ

らにパイにした︑手の込ん

る︒うなぎパイは﹁夕御飯

消すため︑唐辛子とカレー

ージを開けるとお菓子なの

だものである︒

を食べた後︑みんなで甘い

粉が使われているという︒

にネギのにおいがする︒下

物を食べましょう﹂という

また﹁うなぎパイ﹂と﹁う

有名な魚介が無いところ

仁田ネギは全国ブランドな

意味で︑夜のお菓子と付け

なぎのパイ﹂は違う︒他に

はフルーツにいく︒茨城県

たらしい︒この言葉が一人

静岡名産では﹁かばやきパ

の﹁ メ ロ ン パ イ ﹂︑ 山 形 県

歩きし︑大人の意味で広が

イ﹂もあるが︑コンセプト

っていることが分かった︒

は ほ ぼ 一 緒 で あ る︒﹁ う な

最初は浜名湖の水をイメー

長野の﹁りんごパイ﹂は

ジしたブルー系のパッケー

納得がいくだろう︒ただ︑

ジだったが︑夜のお菓子に

私は﹁うなぎパイ﹂を知

合わせて赤︑黄色︑黒とい

せてしまう︒発売後３か月

ったその後︑知り合いから

う栄養ドリンクのカラーに

でパッケージを変更し︑大

したそうだ︒何年間も試行

錯誤して︑作った物が全然

ヒットした︒この決断は凄

いと思う︒

違う取り上げられ方をされ

で盛り上がれることが大切

たというのに︑それに合わ

藤井青銅氏

業

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

見銀山は世界遺産なので︑

作りたい気持ちは分かる︒

別に銀は入っておらず︑形

が銀のなまこ板のようにな

っているだけである︒

こういう物を見て分かる

のは︑パイは素材の味がし

てもいいし︑しなくてもい

いということ︒食べてネギ

の香りがするでもいいし

﹁どこにほうとうが入って

いるの？﹂と分からなくて

もいい︒盛り上がる︒

である︒ゆるパイはお菓子

の域を超え︑コミュニケー

ションツールになってい

る︒価格は７００〜８００

円が多く︑高くても１︐０

００円以内で︑みんなが盛

り上がれればいい︒

次号に続く︒

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

全菓連では︑全国組合幹部研修会で川添隆太郎
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をさせていただきました︒
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川添

伊勢にあった
キャンティ

ますけど︑赤福の濱田さん
のですか︒
当時︑濱田さんは中

どういうことだった

もキャンティのご常連でい
川添

その③

りました︒で︑洋といった

だという明快なご意思があ
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やられていて︑和と中をや

係だと思います︒

それも父と濱田さんとの関

好意を抱いていただいて︑
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結構珍しい話ですね︒

て存じ上げていましたの

プログラムをいただいてい

ているということは︑私も

ことがメインテーマになっ

す︒今回︑事業継承という

代に合った動きをしている

ですけども︑そのように時

苦労はあるかも分からない

にはなかなか行けなかった

たりだとか︑もちろん自由
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上にホワイトチョコとレモ

がかかっていてパイ生地の
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今回こういう機会をいただ
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やっていました︒

も︑そういうものを昔から

っぽいお菓子ですけれど

す︒ちょっと昔ながらの昔

そうです︒非常にご

らうちだろうということ
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パ地下に行って商売してみ

で︑外宮の近くにお店を作

す︒ごめんなさい︑話が脱

での時代を読んでのやり方

今回のご縁をいただいたの

今でございまして︑それで

お店をつくってしま

年前ぐらいか

今回はお菓子というテー

だろうと思います︒いかに

新しい部分をチャレンジし

らよちよちやり始めたのが

マで︑お恥ずかしながらお

尾関

られました︒

ったのですね︒もう今はな

代の在り方︑そして父の時

ようとか︑

時代を読んでの
やり方

いのでしょうか︒
線しているうちに時間がな

がある﹂ということを思っ

そして少しデパートのデ

今はないです︒

代というのを話させていた

で︑私の時代というのは︑

出ししているお菓子が︑お

ありがとうございま
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くなってきてしまいまし
た︒一番最後にお菓子の話

実はバブル弾け組の若者で

手元にございます︒祖母が

ております︒

つまり伊勢に行って

外宮さんの近くにキャンテ
をお願いします︒

して随分違います︒時代と
いうのは面白いもので︑戦

ていくということが大事な

だきました︒
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ィがあったということです
川添

実はお菓子がレスト

のだなという様にこの機会

今日一番話さないと

いけない部分ですね︵笑︶

川添
尾関

考えたというか︑少し古く

毎月１回お伊勢さん

ね︒

参りをさせていただきまし

さいかも分からないですけ

をもって感じました︒非常

後は騒乱の︑戦前から祖父

ど︒ほかにはないヘーゼル

にありがたいです︒

たちは戦前・戦中・戦後︑
戦争をしているさなかにも

ナッツのクッキー︑シンプ

す︒そして文化というもの

ランデザートからテイクア

尾関

評判なのですよね︒

祖父はのん気に海外交流し

れません︵笑︶︒

ウトデザートで︑非常に今︑

方はご存じかもしれません

川添

お好きな方は︑もううちの

は︑経済とも実は密接な関

すごいです︒三重の

が︑あまり知る人はいない

ズコットとかが大変おいし

係と思っていまして︑甚だ

た︒でも︑いい経験でした︒

た︒もともと赤福さんとい
のですけど︑上海で中華を

のですが︑
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華の店を営まれていまし

とご常連でいらっしゃっ
うのは和の部分が強かった

らシグニチャーというかメ

︵ 笑 ︶︒ で も︑ デ ザ ー ト と

贅沢だなという極みの︑本

った方が食べる洋菓子とい

によってはお酒を召し上が

うちのお菓子は︑結構もの
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はい︑でも洋酒はし

リームを添えてありますね︒

いいのかなというように思

チーノなど行かれてみたら

おいしいコーヒーで︑カプ

させていただきました︒

企業理念をちょっとご紹介

生意気ですけれど私どもの

いていたみたいでして︑ち

さんのように憧れていただ

ちょうど川添梶子にはお姉

自慢の川添でございます︒

性としてのたしなみなどを

るものであったりとか︑女

川添

ですね︒

ありがとうございま

て︑ついには自分でキャン

タリア菓子というよりかは

プリンじゃないとというも

当にキラキラする感じです

日本の洋菓子

のです︒

洋菓子です︒
ですね︒

ね︒

菓子です︒

小さな工場で作っている洋

パティシエが本店の裏側の

お菓子というイメージです

かというと子どもが好きな

ますけど︑プリンはどちら

り人気のあるプリンがあり

酒をきかせています︒やは

うことで︑もともと結構洋

は代々木上原であったり︑

に洋菓子があります︒あと
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麻布のお店があって︑あと

も︑飯倉のお店のほかに西
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そうです︒やはり着

す︒写真のお菓子について

は︑何でしょうか︒この写
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ざいました︒
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クリームチーズケー

尾関

皆さん︑東京でちょっと飲
んだあとにでも大丈夫です︒

大事な言葉だと思っていま

この売れない時代か
なか苦みがきいていて︑こ

飲んでラーメン食べ

１時半︒ですから︑
れはプリンじゃないという
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子どもが出るぐらいな︑ク
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どうもありがとうご
っています︒非常に子ども

たあとでも間に合うかもし

よい質問をありがと

レームぎりぎりのもので
あと私はイタリアの

す︒でも︑うちのプリンが
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の時から大好きです︒

クリームチーズが入

キですか？

すごい苦みで︑一番

ものです︑
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写真②

質疑応答

真①の栗のロールは︑昔か

写真①

れて︑基本的には完全なイ

ワーッとでてくるあ

川添

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
尾関

川添 隆太郎 氏（レストラン キャンティ オーナー）
のデザートは圧巻で︑もう

の歴史と事業継承について

インで︑レストランでこう

レストランキャンティ

切り分けて出しているもの

地域と共に繁盛する名店

日本の洋菓子ですね︒

濱田さんはもうずっ

らっしゃいました︒

伊勢の菓子博があり

ティをつくられたと︒

社長︶にお願いしました︒

関勇氏︵株式会社アンゼン・パックス代表取締役

演を行いました︒聞き手は本紙でもおなじみの尾

ンティの歴史と事業継承について﹂をテーマに講

え︑﹁地域と共に繁盛する名店〜レストランキャ

氏︵レストランキャンティオーナー︶を講師に迎
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全菓連では︑全国組合幹部研修会で二条彪氏︵株
式会社国際後継者フォーラム代表取締役︶を講師
に迎え︑﹁後継者問題について﹂をテーマに講演
を行いました︒

先月号より続く︒

ないんだ﹂となってしまう︒

れると﹁増やさければなら

父も泣いているぞ﹂と言わ

後継者が失敗する原因
後継者は先代を超
えなければいけな
いと思わないこと
周りが比較する︒社内でも

その④
ンスで︑バス会社の３代目

ている︒２０１３年にフラ

年続け

世界中の親父さんや後継

したら︑どこまでも立てる︒

い返した︒跡継ぎを社長に

い見積もりを出すぞ﹂と追

長をしていたら︑もっと高

親父さんは﹁おれがまだ社

先代の作った会社を自分の

ろから始まる︒後継者は︑

作った四角を受け継ぐとこ

ことができない︒創業者が

いと思うけれど︑丸を書く

はない︒立派な経営をして

潰すというが︑そんなこと

ムである︒３代目は会社を

目︑４代目は全部リフォー

ないだろう︒２代目︑３代

配りをすればうまくゆく︒

社長が弟たちに気配り︑目

者を訪問する旅を

歳の社長に会った︒ヨ

代目は︑初代の頑張る姿を

いる方はたくさんいる︒３

社を倍の大きさにしたい︒

後継者は先代の作った会

の

理想の会社にリフォームす

見て︑２代目の﹁それでは

私はそうしようとして失敗

後継者は先代の
作った会社を倍
の大きさにした
いと思わない

る︒創業者はクリエイト︒

いけない﹂という広い見識

ーロッパでは︑跡継ぎの人

リフォームとクリエイトは

と余裕を持つ経営を見てい

い︒トルコ共和国では

歳

が社長になる年齢が凄く若

求められるものが全く違

地道にこつこつ
すること

う︒皆様が跡継ぎを選ぶこ

した︒後継者の皆様はいか

苦手でも︑後継者は地道

る︒医者では︑名医は３代

にこつこつして︑継いだも

とができる立場であれば︑

くらいで社長になる︒理由

のを減らさなければいい︒

に大きくではなく︑いかに

は︑あまり公になっていな
いが︑男性の平均寿命が

にしてなるという言葉があ

いだものは減らさないこ

攻めなのだが︑気持ちは継

と創業者になったほうがい

うまい人はどちらかという

いろなことをして︑話しが

がよい︒派手好きで︑いろ

るが︑うまくしている会社

かうまくいかないと言われ

また︑兄弟経営はなかな

大きくないが︑中身がよい︒

くしてゆく︒会社の規模は

りも成熟である︒中身を良

長く続けることだ︒成長よ

地味でこつこつしていく人

トンを渡し︑第２の人生を

と︒大きくしようとすると

る︒

これは守ることではなく︑

楽しみたいということだ︒

足元をすくわれる︒

歳くらいだからだ︒早くバ

バス会社の社長は︑親父さ

創業経営と後継
経営は違う

代は自分でしてきているか

は︑なかなか伝えない︒初

また︑初代から２代目に

持っているからだ︒

い︒作り出していくものを

承継も兄弟経営も︑親族経

と言うのはいけない︒事業

旅行︑弟が﹁兄貴ばかり﹂

りゴルフ︑兄貴ばかり海外

でもめる原因は︑兄貴ばか

もたくさんある︒兄弟経営

とだ﹂のような価値観があ

人は﹁大きいことはいいこ

なっている︒昭和の時代の

こと︒それが可能な時代に

列ができる会社にしてゆく

働いてみたいという人の行

んの時からのお客様がい

創業社長は一から始める

ら﹁おれの背中を見て勉強

先代と跡継ぎが比較され

から大変だが︑自分の思っ

後継者は先代を超えなけ

と親父さんのところに怒鳴

ている経営をすることがで

るが︑そうではなくなって

る︒彼がバスの見積もりを

うことはいわなかった﹂と

り込んだ︒日本の経営者は

営のもめる原因は︑ねたみ

きている︒

る︒先代から仕えている古

始まる︒面と向かって言わ

それを見ると﹁息子に言っ

しろ﹂と言ってしまう︒背

や嫉妬である︒長男である

ればいけないと思ってい

したのは︑大きくしなけれ

なくても裏で言う︒先代と

きる︒四角と思えば四角に

中は背中なのでよくわから

私は後継者の方の相談も

を信用できませんか﹂と聞

自分の血のつながった息子

言っているから﹁そんなに

会いした時︑ずっと悪口を

い﹂と言う︒気持ち悪かっ

子は﹁まだまだ教えて下さ

か ら 跡 を 継 が せ た い ﹂︒ 息

親父さんも﹁息子は優秀だ

く仲のよい親子に会った︒

ぶつかる︒十数年前にすご

いない︒その会社の業績が

う︒これはまだ決着を見て

けど大切に渡すのが親だろ

渡すのだから︑少ない金だ

ないと思う︒自分の血族に

退職金を取る論理的根拠は

た︒だから︑けんかはどん

聞いたら︑にこにこしてい

なったら言うんですか﹂と

わ な い ﹂ と い っ た︒﹁ よ く

悪い時はそういう無茶を言

すがの親父さんも﹁業績が

してはならない︒

あると思うが︑跡継ぎに渡

弟の面倒を見たい気持ちも

先代からすると食えない兄

だ︑この高い見積もりは﹂

出すと︑そのお客さんが﹁何

ばならないことにとらわれ

一緒にしてきた右腕のよう

ておくから﹂と言う人がほ

できる︒後継者は丸にした

株の社員が﹁先代はそうい

ていたからだ︒周りの人が

が無理なら︑何年までと期

とんどだろう︒フランスの

店舗に

親父と後継者を比較する︒
な人は︑できれば一緒に引
限を区切ることが大切だ︒

る︒私が９店舗を

親父の友達から﹁９店舗で
退するのが一番よい︒一緒

受けるし︑親父さんの相談

いたら﹁信用できない﹂と

もできない︒

も受ける︒跡継ぎが来て︑

言った︒付ける薬がない︒

後継者の悩みベスト５
しなければならない︒逆に

親の悪口を言うことがあ

やりにくい︒私は親父が亡

ん１人がいた︒跡継ぎは︑

にもおじさん２人とおばさ

おじさんがいたりする︒私

ないのに給料を出している

浮き沈みがあるので︑沈ん

沿革ではなくて︑会社には

は︑会社の歴史を知ること︒

を入れるのに一番よいの

って欲しい︒そのスイッチ

という前向きな気持ちにな

後継者の方は︑継ぎたい

第 ５ 位﹁ 継 ぐ べ
きかどうか迷っ
ている﹂

くなってから跡を継いだの

だ時にどう立ち直ってきた

どんしていただきたい︒

で︑言っていることが本当

少し厳しくなったので︑さ

る︒それは聞けるが︑親が
子どもの悪口を言うのは聞

る時︑化けの皮がはがれ﹁退
職金を２億円︑月々の隠居

第 ３ 位﹁ 会 社 に
いる年上の古株
社員とうまくい
かない﹂という
ことがある

かどうかもわからない︒１

た︒お父さんが完全引退す

歳になった誕生日

に会社を渡し﹁あとは一切

けない︒うちの息子はどう

息子が

来ない﹂という親父さんも

だこうだと︑最初は謙遜し

第 １ 位﹁ 先 代 社
長がなかなか引
退しない﹂
いた︒息子は手伝って７年

といった︒また︑いい息子

になるが﹁おまえは幾つに

だからまじめに悩んでしま

後継者の悩みベスト５

けんかをしている親子

う︒﹁ ふ ざ け ん な ﹂ と 言 え

で︑断トツ１位は先代がな

は︑非常に健全だと思う︒

ばいいのにお父さんには世

手当は１００万円よこせ﹂

どんどんしてほしい︒会社

話になったし︑恩返しをし

第２位﹁先代とけ
んかしてばかりで
折り合いが悪い﹂

自分が社長に返り咲きたい

で取っ組み合いをして︑従

なくては︑と悩んで﹁どう

分続いた︒結局︑

のだ︒血のつながった息子

業員から﹁家でしてくれ﹂

たら︑

を社長にして︑その社長ぶ

と言われる親子でも︑けん

て言っているのかなと思っ

な っ た？﹂﹁

た ﹂﹁ じ ゃ あ 明 日 か ら 社 長
や れ ﹂﹁ 無 理 で す︑ 僕 は

で脱サラしてこの

で 若 い か ら ﹂﹁ 大 丈 夫 だ︑
おれも

りが気に入らないからクビ

になりまし

かなか引退しないこと︒
歳になっても社長になれ
歳で会長にな

歳だと朝会社に来てもほ

にし︑返り咲いた親父さん

仕事を始めたからできる﹂

のかを教えてあげる︒困難

と一切を辞めた︒親父さん

人のおじさんとは経営権を

とんど寝ているそうだ︒新

したらいいですか﹂と聞か

入社員の最終面接は﹁会長

かして分かり合えることが
は自分で別の会社を作り︑

を３人知っている︒息子に

面接にしろ﹂と言い︑終わ

人生は会社の歴史の延長線

を乗り越えたことを伝える

上にあると思い︑覚悟がで

第 ４ 位﹁ 会 社 に
親族のおじさん︑
おばさんがいる﹂

場合はバトンを渡す社長さ

きる︒

歳までもめた︒こういう

︿次号に続く﹀

と︑跡継ぎの人は︑自分の

んにきちんと始末をつけて

歳から
を聞かない︑けんかもしな

しているおじさんは︑全然

もらわなければならない︒

めぐり裁判をして
歳過ぎでクビにし﹁職安に

構わない︒家族経営の強み

きちんと働いて給料も出

社員を雇っている︒起業し

無いなら銀行から借金し

なので︒しかし︑働いてい

れた︒年商８億の会社で﹁退
たので︑凄いと思う︒この

いこと︒もっとよくないの

ろ﹂と言っている︒ひどい

職金を２億円よこせ︑金が

った後﹁目つきが悪いから

行って自分で職を探せ﹂と

だろう︒オーナー経営者が

ある︒一番よくないのは口

入れるんじゃない﹂と言う

ような人に共通しているこ

は仲のいい親子︒これは非

は小さい子どもがおり︑

歳くらいになれ

常に危ない︒必ずどこかで

そうだ︒

言った︒何の受け皿も作っ

定価：3,500円（税別）

30
60

てやらない︒その１人にお

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

11

とは︑子どもを信じること︒

決定版 和菓子教本

32

毎日何をしているのだ︑親

について

それができないと事業承継

23

定価：3,050円（税別）

後 継 者 問 題
90

ばハイハイで終わってしま

31

31

うが︑早くバトンタッチを

31

定価：1,429円（税別）

23

り︑采配を振るう方もいる︒

ず︑親父が

65

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

二条 彪 氏（株式会社国際後継者フォーラム代表取締役）
40

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

31
31

95

95

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

定価：3,250円（税別）
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洋菓子講習
【基礎編】
教師

㎝ １台分）

中村 光一朗
㎝×

ｇ
ルパットに

❹６００㎜×４００㎜のシ

ブール

グラニュー糖…………

ｇ

柚リキュール…………５ｇ

【まとめ】

菓子のオペラをオリジナル

❻①から⑤の工程を繰り返

に再構築した製品を制作し

❷①の１枚にアンビバージ

❼冷蔵庫で冷やし固める。

ｇ

❽グラサージュを表面に流

紅花油…………………

❸②にＣとＤを混ぜ合わせ

め、オーブンでローストし

❶湯煎でパータグラッセブ

たものの１／２量を均一な

・みかん果汁を手鍋で加熱

％を溶かし、紅花

リュンヌ・ブラックチョコ

し、パレットナイフで均一

ました。

今回は伝統的なフランス

ておいたアーモンドを加え

レート

厚さにナッペする。

しおこなう。

キャラメリゼする。

油を加え混ぜる。

ｇアンビベする。

してクレーム

❷シルパットに広げ冷ま
し、ロボクープで粗い粒が

な厚さに整える。

ュを

を作り氷水で急冷する。

混ぜ、①に加えまぜる。

❹①の１枚を③にのせ、ア

㎝の大きさに４等分する。

❶焼き上がったＡを

な厚さにナッペする。

❺④にＢの１／２量を均一

ベする。

る。

り落として金箔を飾り付け

ュで模様を描き、四辺を切

❾上面に残りのグラサージ

抑えて制作しました。

るのでみかんを加え風味を

が、柚だけだと柚が強すぎ

の味をベースに作りました

チョコレートの風味と柚

ンビバージュを

ｇ

ゼロ

広告費０で売上げ倍増

提案があり、元々イベント

「水信玄餅」かな？とのご

店」になっていました。発

まって以来「行列のできる

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

ｇアンビ

Ｇ．仕上げ材料

柚ピューレ……………

㎝×

金箔……………………適量

％

みかん果汁……………

【仕上げ工程】

ｇ

ｇ
ｇ
ｇ

売からこの間の

ヶ月この

のためのお菓子で日持ちど

まるためと、ご注文を伺っ

イッターやフェイスブック

止していたオフの期間、ツ

使っていません。販売を停

商品の宣伝のためにお金を

市の支店の「夏のイベント

てから準備をする都合で人

に前年食べたお客様が印象

金精軒 の
「水信玄餅」

本当にこんな事あるの？

に夏らしいお菓子」をと、

手が揃う土・日曜だけの商

分程で離水が始
く沸騰させてから、粗熱を

とおっしゃる方が在るかも

品として、９月末に初年度

ころか、

とって柚リキュール・ドラ

ちょうど一週間前に水が固

ｇ

まるギリギリの寒天配分で

イジンを加え混ぜる。

ます。その商品は、６月か

践して頂けましたらと思い

上げ多くの菓子店さんが実

当社の事例をお伝え申し

食べているのか飲んでいる

水菓子で、試食してみると

作った透明の水玉のような

の『水信玄餅』は何時から

年が明け３月ごろ「去年

は販売を終了しました。

情報が拡散していたのが原

ら販売開始だと、どんどん

を拡散し、次は何時いつか
ブリュン

パータグラッセ

％

ヌ…………………１００ｇ

Ｆ．グラサージュ

ｇ

知れませんが本当です。

ん果汁・グラニュー糖を軽

❶手鍋で柚ピューレ・みか

ドライジン……………

柚リキュール…………

グラニュー糖…………

ｇ

Ｅ．アンビバージュ
ｇ

残る程度のペースト状にす

50

る。

ユズミカン

❸②に柚リキュールを加え

15

ショコラ

Ｃ．クレーム
ブラックチョコレート

％…………

…………１１０ｇ
クリーム
バター…………………
❶ブラックチョコレート

％・バターを

％を湯煎で溶かす。
❷クリーム

手鍋で加熱して沸騰させ①

アマンド

に加え混ぜる。
Ｄ．プラリネ

グラニュー糖…………
水………………………

食塩……………………１ｇ
アーモンド（ロースト）

50

日本菓子専門学校

（

・溶かしバターを加え混ぜ

ｇ
の大きさに均一に伸ばす。

分間焼成する。
オ

㎝程度

ｇ
❺２１０℃のオーブンで約

㎝×

ｇ

Ｂ．クレーム

ｇ

ブラックチョコレート

………………

❶手鍋に水・グラニュー糖

………………

❶バターをよく泡立てる。
❷全卵・グラニュー糖・柚

を入れ、１１８℃まで煮詰

ｇ

温室みかん果皮…１／２個

ピューレ・温室みかん果皮

柚ピューレ……………

60
50 40

「柚みかん」 
ぜ、薄力粉とココアパウダ

❸②を①に１／２を加え混

ーを篩った物を加え混ぜる。

ジョコン

残りの１／２のメレンゲ

ショコラ

Ａ．ビスキュイ

粉末アーモンド…１００ｇ

ド

ｇ

全卵………………１６０ｇ
る。

粉糖……………………

卵白………………１００ｇ
グラニュー糖…………
薄力粉…………………
ココアパウダー………
バター…………………
柚果皮……………１／２個
❶粉末アーモンド・粉糖・

バター……………１３０ｇ

全卵をミキサーで泡立てる。 ユズミカン
❷卵白・グラニュー糖でメ

緑陰
ｇ

みかん果汁……………

60

ｇ

日の販売となります。

です。今年の場合ですと述

だけ販売する「水信玄餅」

ら９月までの土曜と日曜に

らお客様に名前を付けて戴

らと軽い気持ちとどうせな

ず、イベントのお菓子だか

菓子ですが名前も決まら

「水」菓子です。そんなお

のか解らないそんな触感の

いましたが〝あの「水信玄

勝手な都合でご返事をして

６月からかな）と、店側の

るとお店も暇になるから、

増 え て き ま す。（ ６ 月 に な

になるとその問い合わせが

ら問い合わせがあり、４月

始まりますか」とお客様か

ームページを持つことは必

店主は多いと思います。ホ

と金がかかるとお思いのご

店のホームページを作る

り上げが倍増いたしました。

入されますので、本当に売

とんどが既存の商品をご購

そして、ご来店の客様のほ

因でした。ＳＮＳ恐るべし。

７月の海の日でした。韮崎

に提供したのは平成

べ

年の

この商品を最初にお客様

こうと決まり、ご提供いた

餅」は６月から始まる〟と、

数人のお客様か

情報が拡散しはじめ、

締役・小野光一

％の私の

精軒製菓株式会社・代表取

山梨県菓子工業組合・金

用を是非お勧めいたします。

します。貴店様のＳＮＳ活

人の新規のお客様がご来店

町に、この商品だけで４万

０人で老齢化率

ので、たかだか人口４５０

にして世界に発信されます

これらの口コミ情報は一瞬

イッターは只で作れます。

すが、自社店舗のＦＢやツ

れ結果ＨＰの閲覧も増えま

全てお客様が勝手に発信さ

要なことですが、ＳＮＳは

ら金精軒のお菓子

６月１日の土曜日、当店始

水信玄餅

で、水の様だから

年

しました。

金精軒
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ｇ
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山

35
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全卵……………………

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

25

24

レンゲを作る。

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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