全ての加工食品に原料原産地表示
経過期間は平成 年３月 日に延長
答申の主な内容は、先ず

なっている。

の見直しを実施することと

行い、必要に応じて、制度

導入の効果について検証を

種調査結果等に基づき制度

ら２年後を目途として、各

ては、経過措置期間終了か

ている。制度の見直しとし

状況を調査することとされ

れているが、その間に周知

すべきである、と付けられ

順位について総合的に検討

在り方や食品表示間の優先

りかねない。今後、表示の

落としてしまう要因にもな

者が安全性に係る表示を見

えれば更に深刻化し、消費

今後義務化される表示が増

り小さくなっているので、

品上に表示する文字がかな

者委員会へ諮問したとこ
庁からの諮問案が適当であ

定の前提条件のもと消費者
上げられた。

への周知、Ｑ＆Ａの充実が

費者への普及啓発、事業者

況に関する目標の設定、消

て、消費者事業者の理解状

適当とする前提条件とし

より２年のばされ、

年３

とで経過期間を当初の予定

行期日・経過措置というこ

を行うべき内容として、施

示基準案のうち修正・追加

また、諮問された食品表

ば、Ａ国又はＢ国、輸入又

が、分かりにくいので例え

という言い方をしていた

は、これまで「可能性表示」

施行の際の変更点として

諮問された食品表示基準を

ろ、同年３月から７月まで

ている。

加工食品の原料原産地表

る旨、８月に消費者委員会

３月

日に延ばされた。

た場所で販売する場合は表示の対象外とされている。また、経過期間は平成

年

１位の原料を原則、国別重量順で表示する。ただし食品を製造し、または加工し

示については、消費者庁に

から、消費者庁に答申がな

として、経過期間が設けら

知状況に関する把握・分析

表示事項が増えており、製

付帯意見としては、義務

になった。

は国産などの「又は表示」

の全５回にわたり消費者委

された。

日になった。

員会食品表示部会において

月

おいて、食品表示基準（内

議論された。その上で、一

次に経過措置期間中の周

年３月に消費

示が、全ての加工食品を対象にされ、原材料として表示されている重量割合上位

・施行された。これまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地表

９月１日、食品表示法に基づく食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布

34

閣府令）の一部改正案を作
成し、平成

㌧、

34

34

みやこがねもち 低温・日照不足が心配

加美よつばの後藤営農販売

勢について」の説明があっ

ＪＡ加美よつばを訪問 もち米需要者懇談会で
もち米需要者懇談会（全

年産は１３６６㌧複

不足、白未熟等品質が心配

ことは、日照不足で充実度

この契約栽培の割合を増や

数年契約をもらっている。

年デ

していきたい。
みやこがねは昭和

される。次に全農宮城の取
り扱いだが、みやこがねも

また、宮城県全体ではも

いう銘柄で登録している。

ＪＡのうち、加

ち米団地を取り組んでい
る。県内

美よつばを含めて４ＪＡに

ＪＡ加美よつばは、特Ａ地

指定団地がある。なかでも

区で区分分けし、県内では

年になる。
特徴はもちに加工するとな

ビューで来年

めらかで白く、特にねばり、

ちは、宮城県本部として

年産は出荷契約

年産の出荷実績が４４９１
㌧集荷、

最上級のみやこがねもちの

宮城県の生育状況だが、

コシが強くて食味も良好、

気象経過は曇天や雨が７月

段階（６月末）で３１４７

生産している。生産も県内

た。

のような説明があった。

下旬から続いている。古川

の半分になる。

部部長の挨拶のあと、次に

日、

宮城県における米

成形もしやすい。他県産の

菓連などのもち米需要者団
体で構成）では、８月
産地研修を実施、ＪＡ加美
よつば（加美よつば農業協

こがねもちと分けて、宮城
んどの日で平年値を下回っ

主食うるち等に推進し、生

農林水産省は、売り渡す

５２，５１０円／㌧、３・
年

６％の引下げとなった。主
輸入小麦の平成

年

月期（平成
月～）の輸入小麦の政

平成

の政府売渡価格を決定した。

年

ワイト

Ｗ
(Ｗ

で
)、

年

アメリカ産ウェスタン・ホ

に菓子用はソフト系小麦の

月期

輸入小麦の政府売渡価格改定

８・２％の引上げ

•••••••••••••••••••

２面に続く。

年産は需給が緩和し

続いて、全農宮城県本部

ている。平均気温は最低気

産抑制に取り組んだ。この

年産には３２００㌧だが、

県産だけみやこがねもちと

㌧。

実需間での意見交換会を持

米穀部米穀販売課千葉氏よ

温の平年値を下回っている

たので、 年産は加工用米、

った。会議では、もち米需

り「宮城県における米穀情

ため出荷計画段階では、前
年差▲１３４４㌧になって

℃以下の低温も
多い。日照時間も平年を下

いる。みやこがねもちの契

状況で、

回っており極端に少なく、

約栽培だが、販売計画は
日で平

％だ。生育状況は出穂の
はじまりが、７月

半分は既に契約頂いてい

複数年契約で１７０７㌧と

る。

年より３日早く、出穂期
％も８月１日で４日はや

年産で顕在化した過剰在

年以降については、
い。７月は高温で、天気も
良く生育も進んでいた。し

月期における政府売渡価

格（加重平均）は、税込み

府売渡価格は、政府売渡価
格の改定ルールに基づき、

で５０，２００円／トン（対

年産

直近６か月間の平均買付価

前期比８・２％）になった。

庫の解消を進めつつ

格を基に算定すると、５銘

での需給均衡を目指し、計

柄加重平均（税込価格）で

年と同じになり、７月下旬

年産は１６４７

とで既に

画的な生産に取り組む。

日で平

29
から８月にかけて低温・日

かし穂揃期は８月

29

29

穀情勢について

14

31

の最高気温も、８月はほと

28

33

10

同組合）を訪問し、産地、

60

29

20

照不足の影響で穂揃期に

10

30

年以降も契約栽培というこ

32

28

10

20

日かかった。これは前年、

30

10

29

50

29

11

10

28

29

29

30

30
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31

平年より長い。懸念される

31

31
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新

聞

ついて」次のように説明が

米は宮崎区域が多い。合併

区域に分かれている。もち

小野田、中新田、色麻の４

Ａが合併したので、宮崎、

年４つのＪ

ト）減少した。また、加美

おり、中新田と小野田地区

生産、種もみの生産もして

カントリーがある。種子の

食はもちろん飼料用米専用

理している。

１面より続く。

年産の作柄等

ひとめぼれが

もち米需要者懇談会 産地研修

あった。

前からもち団地を形成して

で当面の間、作付を抑

77

ＪＡ加美よつばの

加美よつばの水稲の品種

で荷受した籾は乾燥して、

１

29

もち米の取り組み

構成割合だが、宮城なので

おり、最も品質のよいもの

すぐに籾摺り調整し、出荷

と

％、みやこ

が生産される。もち専用の

について

ライスセンターもあり、区

よ
り

28

よつばは平成

に一か所ずつ種場がある。
の作付状況は、加美よつば

つば全体の３分の１弱を処

万俵強ぐらいある。加美よ

が、ひとめぼれやうるち米

になる

工用米等の方に若干、誘導

４千俵減った。この分は加

が今年は２万２千俵で１万

い契約数量は、３万６千俵

面積減になった。それに伴

褐変しているものがあり、

稲で懸念されるのは、籾が

ているのか不安がある。水

が悪いので、うまく結実し

しくない。開花期での天候

いる。その後、天候が思わ

ものは８月上旬に出穂して

ha

29

させた。面積で
76
ha

29

年産のみやこがねもち

28

ha

年はもち米がだぶ

年は５００

では、

に防除を呼びかけている。

ついており、作付面積を押

に重要で、美しく貴重な地

もち専用のライスセンター

制しながら、もち団地を維

は平年を超す生育で、早い

域遺産を複数含んだ自然公

は、貯蔵する装置が無いの

持したい。

島は松が一本だけ生えた三

園を指す。ジオは地球や大

うまく実るか調査中。また、

になる、施設の中には色彩

越していたので、かなりの

角の島であり、鳥取城藩主

地という意味を持つ。ユネ

に行ったと思う。生育状況

選別機もある。ライスセン

てなしを致しますので、本

池田候が「我が庭にこの岩

スコが認定する世界ジオパ

さえた。総体の面積は３４

ターの利用状況だが、年１

日と明日よろしくお願いい

付きの松を移すことが出来

ークは、日本に８カ所ある。

雨続きで、いもち病が発生

菓子甲子園という活動を推

たします」と挨拶があった。

た者に千貫を与えよう」と

しやすい。今後も感染する

進していきたいと考えてい

懇親会では、小谷ブロッ

言ったことが名前の由来で

この辺りでは一般の人の魚

だが、８月に入り日照が少

ます。来年夏を目標に全国

ク幹事長、全菓連齊藤理事

釣りは許されているが、そ

なく温度も低く、雨が続い

各地からの高校生を募集し

長の挨拶の後、鳥取市地酒

ある。鴨ヶ磯は、浦富海岸

れ以外は密漁となり、海上

可能性があるので、生産者

分して乾燥・調製を行って

て、最後決勝戦を開催し、

の中でも美しく大小無数の

11

ている状況だ。８月中まで

いる。その他の区域には主

後々の和菓子を愛する子供

で乾杯条例に基づき、鳥取

島々で構成され、石英砂で

砂の美術館

保安庁が監視している。

ｍ位、条件

ｍにもなる。

良く透明度は

が良ければ

出来た砂浜がある。水質は

中・四国ブロック大会

がねは９％の作付割合にな

第 回

全菓連
青年部

み出す広報戦略」を演題と

山陰海岸、砂の美術館、鳥取砂丘も視察

回全国菓子工業組合

っている。割合は多いが生

市羽場副市長より地酒によ

ＪＡ加美よつばの佐々木

たちを育む礎になることを

る乾杯の発声があった。

営農販売米穀課長より「Ｊ

す 」、 槌 谷 青 年 部 部 長 よ り

期 待 し て い ま す 」、 鳥 取 県

翌日は、因幡のジオパー

産量を若干調整したので

「お伊勢さん菓子博２０１

菓子工業組合青年部小谷直

クと観光施設視察として、

Ａ加美よつばのもち米の取

７におきまして、中・四国

大部長代理より「鳥取県の

山陰海岸、砂の美術館、鳥

14

％から（５ポイン

した記念講演が行われた

ブロックの皆様よりたくさ

青年部は休会していました

年産の

（ 以 後 掲 載 ）。 大 会 で は、

んのお菓子を送っていただ

が、２年前の全国大会から

29

年産の作柄等に

連合会青年部中・四国ブロ

先ず鳥取県出身の作曲家岡

き、３千名以上の来場者に

17

り組みと

ック大会は、７月５～６日、

野貞一氏作曲のふるさとを

お菓子を配布する事ができ

17

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

鳥取市・ホテルニューオー

斉唱した。次に、全菓連青
25

第

タニ鳥取で親会のブロック

年部田村中・四国ブロック

50

平成29年９月15日 （２）

（毎月 15 日発行）

名の

の彫刻展示専門建物であ
の彫刻は砂と水だけで作ら

10

業
会議と併催され、約

青年部員が参加した。全菓

れ、糊やセメントの様な固

砂の美術館は、砂像と言
る。毎年テーマを変えて作

石垣島は、岩にたくさんの

取砂丘を視察した。

ので、いつ崩れるかわから

参加しています。少ないメ

成され、今回は第

ました。お菓子は、全国か

示になる。展示する作品は、

長より「中・四国ブロック

う砂で作られた彫刻専門の

連からは、小谷副理事長、

施設で、２００６年にスタ

んどない。去年の地震でも、

大きい崩れはなく展示期間

を終了した。１年間の展示

める材料は使用していない

石垣の様なブロック状のひ

19

40

回の展

び割れがあるので名付けら

ンバーですが、精一杯おも

ないが、崩れることはほと

ら約１万７千個も集まりま

名の

した。中部ブロックは、い

日本人も含め９か国

大会では交流がメインにな

ートした。建物は２０１２

彫刻家が制作している。砂

ります。顔見知りになり、

れた。駱駝島は大小二つの

年に建てられ、世界初の砂

槌谷青年部部長、事務局主

任が参加した。

鳥取砂丘を見ることができ

島が、二つこぶラクダがし

せわんこパフェを販売しま

ゃがんでいる様な形をして

より深い付き合いになれる

る。ユネスコ世界ジオパー

大会に先立ち、鳥取県平

クの認定を受けた浦富海岸

いる。菜種島と菜種五島は、

山陰海岸

山陰海岸視察では、船で

は、花崗岩でできたリアス

期間が終わると作品を壊し

て砂に戻し、再度その砂を

使い作品を作る。砂の美術

館の総合テーマは「砂で世

界旅行」で、今回はアメリ

カ合衆国がテーマで、展示

室にある作品は全てアメリ

カ合衆国にちなんだ彫刻作

品になっている。

鳥取砂丘

鳥取砂丘は、山陰海岸国

立公園の特別保護区に指定

されている、観光可能な砂

丘としては日本最大の砂丘

である（規模では青森県の

猿ヶ森砂丘が日本最大の砂

丘であるが、一般立ち入り

が で き な い ）。 １ ９ ５ ５ 年

に天然記念物に指定、２０

０７年に日本の地質百選に

選定され、鳥取県のシンボ

ルの一つになっている。砂

丘入口付近には観光用のラ

クダがいる。砂丘列と言わ

れる３つの大きな砂の高ま

りがあり、多くの観光客が

行くのは第２砂丘列であ

り、その姿が馬の背中に似

ｍ、傾斜は

ているので馬の背と言われ

る。高さは

度もある。砂丘の上からは

日本海が一望できる。風が

あると風紋ができて、足跡

が無い早朝では特にきれい

に見える。冬に雪が積もる

とスキーもできる。

32

したが、ひろしま菓子博で

の販売例を勉強し、５万食

浦富海岸をめぐった。船着

32

鳥取砂丘

47

関係になればよいと思いま

用意し４９，８００食を販

元々大きな岩の塊が長年に

浦富海岸にある１６６の島

式海岸であり、長年の日本

の中で唯一、菜の花が咲く

海の風雨・荒波により浸食

断崖、絶壁、洞窟、洞門が

ため、その名がつけられた。

き場は蒲生川下流にあり、

ある。奇岩岩礁の変化に富

川を下り海に向かう。蒲生

取城の米蔵に通う千石船に

み、早くから国の名勝、天

城原海岸は、文豪島崎藤村

が「松島は松島、浦富は浦

売する事ができました。残

よって賑わい栄えていた。

然記念物に指定された。お

富だ」と絶賛したと言われ

りの２００食は大垣で開催

のイベントで販売できまし

地元の小学校では、午前中

しろいの断崖は、高さ約

わたる浸食で、いくつもの

たので、実質的に全て完売

近くにある海水浴場で遠泳

ｍあり中腹が白いため、お

離れ岩になった。菜種島は

できました。中・四国ブロ

や海水浴を楽しむ。河口に

を受けて、いたるところに

ックの皆様にさまざまな情

は山陰の冬の名産である松

ている。黒島は、凝灰角礫

万石の鳥

報と知恵をお借りしたおか

しろいと名前がついた。白

70

川は江戸時代、

げで、お伊勢さん菓子博で

葉ガニが水揚げされる網代

岩で出来た島で、活発な火

50

工

された大垣菓子博という街

も青年部が大きく飛躍する

山活動が起きていた時代

に、溶岩や火山灰などが固

色は鳥の糞が原因である。

ｍあり、但馬の

まって作られ、色が黒っぽ

海賊穴は入口が小さいが奥

行きは約

い。ジオパークは地質学的

港がある。６月から８月は

海賊の数ある隠れ場所の一

休漁期間となり、船の修理

洗浄などを行う。この期間

つと言われている。千貫松

期は全菓連青年

は沿岸漁業や夏限定の海女

きっかけを頂いたと感謝し

年を迎えます。

漁が行われる。河口からは

ます。第

今期の事業目標として、全

部が創立

国の高校生を対象とした和

20 10

井知事による「ゼロから生

全菓連青年部 田村中・四国ブロック長

子

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（税込）

「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（税込）

わかりやすいお菓 子の表 示
わかりやすいお菓子の表

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

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

菟田の朝原
日本書紀に登場する「飴」

ば言葉の意味を読み違える

日本語を物差しとして読め

については様々で、現在の

少ない。しかし、その解釈

こ う な る。「・・・・ 爺 と

後も含め現代語訳をすると

大小恙酔・・・・」この前

嚴瓮沉于丹生之川如。魚無

即自成。又祈之日吾今當以

刃之威坐平天下乃造飴飴。

沫而有所咒著也。天王又因

し、生半可な科学知識で読

婆に変装したシイネツヒコ

菓子関係者のなかで、日

めば荒唐無稽な物語にしか

とオトウカシは敵のなかを

祈之日吾今當以八十平瓮無

写らない。少なくとも、日

抜けて、天香具山の埴（はに

水造飴。飴成則吾必不假鋒

本書紀が編纂された時期の

本書紀の神武紀に「飴」が

認識を加味しながら、ひと
：粘土のこと）を持ち帰っ

出てくるのを知らない人は

つひとつの文言の意味を推
た。そして天皇はこの粘土

結露
結露

地熱

地熱

地熱

地とされている場所かその

飴をつくった場所だが伝承

のように考えている。先ず

であるが、わたくしは以下

さて、本題の「無水造飴」

されている説となっている。

なのか不明だが、広く認識

なのか、何処からかの引用

る。この説が氏独自のもの

精錬との関連を示唆してい

言う地名とも絡めて金属の

ませている事から、丹生と

あり、飴を「たがね」と読

「神武が飴づくりをした時

章が皆様の目に触れる頃が

ったのが九月五日、この文

先駆けとなる「呪詛」を行

る。大和の地に神武が入る

造りをしたと言う事であ

嚴瓮（いつへ：かめ）で酒

で水飴をつくる時に用いる

つくり、さらに通常の方法

あるとの事。酒器で水飴を

しゃげたような形の酒器で

る土器ではなく、徳利をへ

は素焼きの平皿とされてい

したところ、平瓮は通説で

阪歴史博物館学芸員に確認

うけい

ひら が

近辺である事に間違いは無

期」なのです。

かわらけ

いだろう。物語の当時は地

なお、以上の文章は去る

「わしは今まさにたくさん

四郞氏はその著書『日本菓

くできた・・・・」山下晃

つくったところ飴はたやす

数日を掛けて「米の麹を煎

結露の繰り返しによって、

地熱と昼夜の寒暖差による

様にご指摘戴いた間違いを

た内容に加え専門分野の皆

ショップで発表させて戴い

結露

熱により河川敷に温泉が湧
き出ている場所であり、そ

日に生き物文化誌学

の酒器で水を使わずに飴を

加筆してまとめたました。

回学術大会のワーク

・厳瓮を造り、丹生川の川

つくろう。飴ができたなら

じたもの」すなわち「水飴」

大阪府飴菓子掛物組合理

６月

上へ上り神祀りをした。ま

がたやすく出来たと考えて

会第

先ず以下に、安貞二年、

た、菟田川の朝原の水泡が

子発達史巻一上古の倭菓

い る。（ イ ラ ス ト 参 照 ） 大

こで八十平瓮（たくさんの

卜部兼方が書写した日本書

ば、必ずや武器の威力を借

子』のなかで、水を使わず

酒器）に糵（米麹）を納め、

紀を元とした慶長十五年の
湧き出す呪詛の寄りつくと

に飴をつくる事は不可能で

あめのたくじりやそち

で八十平瓮や天手抉八十枚

そ ひら が

し量り、解釈をしていく必
や

要を感じている。

版 本 の 一 部 を 示 す。「・・
りずして座して天下を平ら

催

グ株式会社代表取締役社長

びに、全菓連共済ビルヂン

子工業組合連合会理事長並

北海道ブロッ

開催された。全菓連東北・

盛岡「岩手・姫神の間」で

日にホテルメトロポリタン

主催）が、去る六月二十九

下、共に手を携え菓子業界

出席頂き、皆様の御協力の

多くの菓子業界関係者に御

の引き締まる思い。本日は、

「全国の組合代表となり身

演奏を披露。祝賀会に華を

ンドン寺町一座が駆けつけ

ライター濱守栄子さん、チ

渡市より、シンガーソング

齊藤俊明理事長の地元大船

事長・豊下正良

開

による齊藤俊明氏の全国菓

全菓連理事長就任祝賀会

岩手県菓子工業組合主催

全菓連理事長就任祝賀会

クの各道県組

を牽引し頑張ってまいりた

拍手が寄せられ、会場が一

添えた。出席者より暖かい

体となり盛大な祝賀会とな

席し、全菓連

一六〇名が出

業組合員ら約

岩手県菓子工

る。健康にご留意の上、頑

長選出を心よりお祝いす

北海道ブロックからの理事

業組合理事長）が「東北・

長沼昭夫氏（北海道菓子工

合連合会より、副理事長の

る。組合の業務改善や菓子

ック幹事長を務められてい

理事長、東北・北海道ブロ

長就任。その後、全菓連副

年岩手県菓子工業組合理事

齊藤俊明氏は、平成十五

続いて、全国菓子工業組

い」と決意を述べた。

の新代表者就

張っていだたきたい」と祝

った。

岩手県菓子

利氏の発起人

事長小野寺眞

り、和やかに祝賀会が催さ

員の御発声による乾杯とな

きの後、鈴木俊一衆議院議

御来賓の登壇による鏡開

事長に選出された。

この度の全菓連総会にて理

に手腕を発揮されており、

博の推進など、組合の振興

挨拶の後、齊

れた。アトラクションでは、

辞を寄せた。

藤俊明理事長

沢仁

岩手県菓子工業組合・小
が登壇され、

工業組合副理

任を祝った。

取引事業者、

合理事長、各

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

～新たな門出を祝う～

就任祝賀会（同実行委員会

うけ

げ る だ ろ う 」「 そ し て 飴 を

いつへ

15 24

ころがあるのだが、天皇が

無水造飴の解釈

祈いをして言われるには、

25℃～30℃
（好む温度）
50℃～60℃
（活発な温度）

・・丹生川上用祭天神地祇

八十平瓮（やそひらか） 平型の酒器

則於彼菟田川之朝原譬如水

莬田の朝原

阪
大

鈴木俊一衆議院議員

手
岩

第942号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（３） 平成29年９月15日

繁盛店紹介
当時は、和菓子の他、パ

来の切って食べる手間をな

形状にすることにより、従

「串ういろ」は食べやすい

会とタイアップした商品

と接する機会が少ないんで

専念しているので、お客様

「普段は店の裏で製造に

流も惜しみません。

で出店し、訪れた人々と交

大型ショッピングモール

ントにも積極的に参加。

ン類や駄菓子等の販売もし

くしています。街を散策し

「一口ういろ」や観光協

ておりましたが平成６年

ながらでも食べられる手軽

大野屋

に、先代が和菓子専門に移

屋」を譲り受けたとのこと

行し現在にいたります。

心ついた頃から家業を継い

目にしてきた太一さんは物

り、二代目である父の姿を

一人っ子と言う事もあ

昨年夏は柚子抹茶味を商品

したいと、試作を重ねた末、

常に新しい試みにも挑戦

麗、食べやすいと好評です。

性のお客様にも可愛くて綺

さが子供からお年寄り、女

装し、今後の目標は「創業

昨年には店舗の外装を改

がいを感じます」とのこと。

最もうれしい瞬間で、やり

と声を掛けてくださるのは

す。だからこそ、『おいしい』

ただきます。

門店「大野屋」は、代々の

で行くものだと感じていた

「ういろ」。

味を守りなが

そうです。

村瀬太一さん

主、三代目の

現在の店

絡があり『ここで祖父から

の体調が優れない」との連

ていたある日、実家より「父

江町にある「司雀」で働い

学ぶため取引先の紹介で蟹

大学卒業後、菓子作りを

蒸篭を使用した「ういろ」

一さんが引き継いでから、

を使用したものでした。太

造法も充填機、スチーマー

茶の４色のみの販売で、製

先代の時は、白、黒、桜、

力 商 品 は「 う い ろ 」。 地 元

和菓子屋でありますが、主

も人気商品のひとつです。

使用した「犬山抹茶ういろ」

また、地元犬山の抹茶を

ろも販売。

れに伴い、季節限定のうい

です。しかし『大野屋なら

ろが苦手という方もいるん

「 お 客 様 の 中 に は、 う い

ョンさせています。

果物を上手くコラボレーシ

化、汁気の多い材料である

も貢献したいと話します。

だけでなく、和菓子業界に

盛り上げるきっかけになる

会貢献する」こと。まちを

新しい試みにも挑戦して社

から続く味を守りながら、

います。

にお話を伺わ

さ を 日 々 追 求 す る「 大 野

せていただき

屋 」。 創 業 か ら 続 く 手 作 り

人々の笑顔を胸に、おいし
さったことがあり、とても

のういろには、祖父から息

食べられる』と言ってくだ

感激しました。お客様に良

子、孫へと受け継がれる情

では、ういろしか売ってい
ないと思っているお客さん

いものを届けるには手間暇

熱が込められています。

を復活。

もみえるほどです。

かけることが大切」と語る

蒸す時間も味や食感に大

こだわりの米粉を使った

太一さん。

きな影響を及ぼすため、何

草餅、柏もち、花見団子等

ない』と家業継承の覚悟を

度も試作を重ね、気温や湿

にも力を入れ店舗販売商品

決めます。
実家に戻った２年後の自

度によっても細心の注意を

続く歴史を絶やしてはいけ

元々は桶職
人であった
先々代の村瀬

払います。まさに経験と勘

身

問を交えながら熱心に受講

されていました。講習会が

た。

少し早めに終了したことも

にも登場されている、全国

講習会はクリスマスをテ

あり、横溝先生より直接「リ

し、その後大野屋を引き継

鍵逸氏が瀬戸

ーマに焼菓子「スリムパウ

リエンベルグ」のお店の様

市で和菓子作

的に有名な実力派のマイス

ンド」「レープクーヘン」「ポ

子などの映像を見せていた

愛知県菓子工業組合・岩

ターです。北海道で横溝先

ルボローネ」「シュトレン」

だきました。映像終了後は、

の充実にも力を入れていま

生の講習会に参加できる機

「 コ コ バ ト ン 」「 レ ー プ ク

が頼り。そうして今のかた

会は大変貴重なため全道各

ーヘン」が実演され、参加

ぐ形になりました。先代と

井基裕

地から申し込みがあり、締

りの修業を積

切にしたいと、祭りやイベ

が開催され、組合員も多数

切日前に定員に達するなど

す。

状はＢ基準がどのような物

参加いたしました。

ちにたどり着きました。そ

になるか見守る必要がある

一緒に工場へ入ったのは１

の国際基準の物は、内容が

とのお話しでした。

んだ後「大野

多岐にわたり小規模事業者

地域や人々との交流も大

歳の時に父親が他界

ました。

年の老舗和菓子専

ら、新たな試

創業

みにも挑んで

です。

もっちりとした食感に、

年も無かったようです。

ほのかな甘さが口に広がる

御和菓子「
処 大野屋」

国宝犬山城、ユネスコ無
形文化遺産登録「犬山祭」
を持つ町。
今回はそんな愛知県北西
部に位置する犬山市から
「大野屋」を紹介させてい

店内風景

が導入するにはハードルが

いる食品の衛生基準をベー

るが、基本は現在行われて

Ｂ基準を検討する必要があ

高いので今後詳細が決まる

あり、組合員の関心の高さ

号についての活発な質問が

品の表示や、製造者固有記

質疑応答では、詰合せ商

合ヶ丘で人気のウィーン菓

す。先生は川崎北部の新百

すが改めてご紹介いたしま

ては皆様ご存じとは思いま

横溝春雄先生につきまし

人気の高さがうかがえまし

者はメモをとり、時には質

生のひとりひとりの質問に

先生に向けられました。先

対応方法など様々な質問が

と、新入社員や若い方への

参加者から経営に関するこ

局長・渥美さよ子

北海道菓子工業組合事務

なったことと思います。

とり大変有意義な講習会に

ているそうです。参加者に

大切にされ、日々活かされ

に考え従業員の方の反応も

造と販売を同じくらい大事

また先生は、お菓子の製

も印象的でした。

丁寧に答えられる姿がとて

子工房「リリエンベルグ」

の嗜好に合わせた味作りに

旬の食材を活かした日本人

の技術・配合を尊重しつつ、

修業で習得した洋菓子作り

す。５年にわたる欧州での

のオーナー・パティシエで

が伺えました。
京都府菓子工業組合理事
長・横山長尚

クリスマス焼菓子講習会

•••••••••••••••••••

来ると考えている、ただ現

で大きな問題はなく導入出

はソフトの仕組みであるの

スに考えれば、ＨＡＣＣＰ

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

食品表示・ＨＡＣＣＰ
講習会
を開催

組合員の関心高く
た、原料原産地表示につい

が義務化されたが、砂糖な

ての説明があり、原材料の

どの中間加工原材料につい

京都府菓子工業組合では

今回は京都商工会議所と

ては、国内製造等の表記は

例年、食品表示の講習会を

の共催で、８月４日（金）

一番重い重量の物のみ表示

京都府中小企業会館に於い

認められたと説明がありま

開催しております。

て、食品表示に加え義務化

した。
また、消費者庁では今後、

が決まっておりますＨＡＣ
ＣＰの内容を含め、㈱角野

従来必要のなかった食品の

工夫を凝らされており、お

いしいできたてのお菓子を

食べてもらうため、作り置

品質管理研究所の角野久史

『美味しんぼ』
に登場したマイスター

きをしないようにされてい

た。

の表示の変更点や、製造者

雄先生を迎え、一般財団法

ます。漫画『美味しんぼ』

遺伝子組み換えの表示につ

人北海道菓子協会主催によ

いても義務化の方向で議論

次にＨＡＣＣＰについて

るクリスマス焼菓子講習会

名参加のもと２時間

固有記号、新たに義務化さ

の宮島学園北海道製菓専門

年８月１日札幌市

が始まっているとの事でし

学校において講師に横溝春

その他、添加物について

た。

の説明にはいり、大手はす

29
でに導入されているＡ基準

平成

北海道
れる栄養成分表示について

食品表示の講習会
もポイントが説明されまし

社長にお越しを頂き、組合
員約

の講習会を行いました。
まず初めに、実施時期が
２０２２年４月に決まっ

クリスマス焼菓子講習会

28
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お菓子教室を開催

京都府菓子工
業組合青年部

づらい細かな製作ポイント

直に和菓子職人と生徒が触
と思います︒

を大事に活動していきたい

部広報・武中俊樹

京都府菓子工業組合青年

れ合う機会があれば︑和菓
子に対する興味も増えるの

までお伝えしました︒
日︵火︶京都市立
ではないかと思います︒引

７月
西ノ京中学校では中学３年
き続き︑菓子教室一つ一つ

雲南菓子協会の取り組み



生１２０名を対象に︑練り

た︒和菓子職人によるデモ

切り２品の製作を行いまし
７月７日︵金︶京都市立
ンストレーションの後︑各

ーションでは

デモンストレ

子職人による

った若手和菓

た︒最初に行

笹飾り﹂でし

﹁きんとんの

連想させる

のため七夕を

７月７日開催

でしこ﹂と︑

の内容は﹁な

た︒練り切り

作を行いまし

切り２品の製

に向け薯蕷饅頭１品と練り

じました︒

菓子に対する興味を大変感

る部分もありましたが︑和

では様々な質問に職人も困

とができました︒質問時間

も早く生徒全員完成するこ

りましたが︑予定時間より

む部分で手こずる生徒もお

﹁菊﹂でも花びら模様を刻

おりました︒続く２品目の

員楽しんで製作に集中して

りましたが︑総じて生徒全

な形にしてしまう生徒もお

ランスが合わず少々不細工

もみじ﹂では５枚の葉のバ

行いました︒１品目の﹁青

班７︑８人に分かれ製作を

もってもらう為にです︒今

によって︑和菓子に興味を

たり︑自分自身が作ること

和菓子の素晴らしさを伝え

きくなった時に︑我が子に

ことにより︑子供たちが大

さい時から和菓子に触れる

菓子離れがありますが︑小

ています︒最近は大人の和

て︑和菓子の講習会を行っ

象に親子活動などを通し

を︑小学生・幼稚園等を対

年に数回程度季節のお菓子

名程度ですが︑数年前から

雲南菓子協会の会員は

ければ分かり

等︑実演でな

地の固さ具合

おり︑地道ではありますが

校とも昨年に続き開催して

今回菓子教室を行った２

お菓子が店頭に並んだ時に

菓子ですが︑教室で習った

までは何気なく見ていた和

作ったお菓子ですので大事

不揃いでも自分が頑張って

と笑みが浮かびます︒形は

めての体験ですので︑自然

子供たちはもとより親も初

子の会話も弾むようです︒

もらい作ることにより︑親

さい子供達も親に手伝って

葉で包むやり方ですが︑小

焼き・餡を包みさらに桜の

に挑戦をしました︒生地を

先日は親子で桜餅づくり

地区の特産物である︑牛乳

ラです︒全ての食材が雲南

回目の今年はたたらカステ

４回目は杜のたまゆら・５

・３回目は杜のズコット・

野菜本来の色を使用する︶

スイーツ︵色粉の代わりに

杜ブリュレ・２回目は野菜

ます︒１回目はスイーツの

があり今年で５回目になり

る﹁うんなんスイーツの杜﹂

子店が参加して企画してい

雲南地区の４社の和洋菓

島根県菓子工業組合事務

参考にしたいと思います︒

次に繋がるプロジェクトの

いに刺激をもらいこれから

想を得ることが出来き︑大

き︑今迄にないお菓子の発

り︑若者の自由な意見を聞

大生とコラボすることによ

作成しています︒また︑短

える材料をモットーにして

を使用し︑生産者の顔が見

・卵・チーズ・野菜・米粉

局・高島佐枝子
に食べたことと思います︒

す︒

お菓子に関心が向くようで

題になったら︑自然と親も

かったのか家庭の中での話

は︑作り方とかどこが難し

小さい時から和菓子に触れること

薯蕷饅頭の生

嘉楽中学校にてＰＴＡ

名

京都市立嘉楽中学校︑
京都市立西ノ京中学校にて
京都府菓子工業組合青年
部は７月に計２度のお菓子
教室を行いました︒

お菓子教室

根
島

もち米の供給契約を締結

栽培の開始から

るもち米を契約

り組むとの約束もありまし

り︑より積極的な栽培に取

円︵税別

中︑ミヤタマモチ６９００

菓子の原材料が高騰する

られたもち米を

い︒大切に育て

ただきありがた

質で生産してい

とです︒

通りの継続ができるとのこ

ち米の契約に関しては従来

廃合があったとしても︑も

浮上していますが︑仮に統

農協︵ＪＡ︶の統廃合論が

消費拡大を推進しもち米を

る菓子需要のうち餅菓子の

ら︑菓子業界として縮小す

ただけることに感謝しなが

変わらない価格でご提供い

７３５０円︵税別

からのお礼の言

の経過報告︑市

介と農協担当者

べ︑生産者の紹

る﹂とお礼を述

我々の使命であ

て終了しました︒今年初め

け︑関係者と情報交換をし

間と日にちなどの説明を受

のつくりや生育にかかる手

況を確認し︑もち米の稲穂

その後︑現地にて生育状

願い高泊神社へお参りして

を無事乗り越え五穀豊穣を

ありますが︑台風シーズン

不順は予想できないものが

とが課題です︒近年の天候

利用する組合員を増やすこ

理事・恒松恵子

山口県菓子工業組合専務

散会となりました︒

ょうか︒

て地元テレビ局が来ました

代に代わ

葉で調印式を締

り生産者代表が

が農業への関心の高さでし

30
めくくりました︒今年度よ

地元テレビ局の取材

た︒また山口県においても

㎏︶ヒヨクモチ
年間︑高い品

おいしいお菓子

㎏︶と

に仕上げるのが

30

山口宇部農業協同組合と

もち米の供給契約を締結
から行われています︒全国

この日の契約調印式には

梅雨明け宣言の前日︑山

山陽小野田市を仲介役に︑

でも先駆的な事例で事務処

給契約を締結しました︒毎

生産者代表︑農協関係者︑

陽小野田市南高泊農業会館

年７月の恒例行事となった

山口県菓子工業組合関係者

組合︑小熊坂理事長は﹁天

理の負担はありますが︑山

契約調印式は安定した価格

が出席しました︒福江農協

候によって出来が左右され

にて山口県菓子工業組合は

で組合員に安全な山口県産

組合長は﹁長年にわたる契

心安全なもち米を供給した

口県においてもっとも収益

のもち米を確保したいとい

約の継続は生産者の努力の

い﹂と挨拶されました︒当

性の高い事業です︒

う組合の思惑ともち米の消

たまもの︒害虫や病気の発

山口宇部農業協同組合︵Ｊ

費と価格が低迷する中︑安

生防止など管理に努めて安

40

Ａ山口宇部︶ともち米の供

定的な取引を望む生産者の

和菓子の講習会

11
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品質にこだわった伝統菓子

れまでの

いを始められるまでは、そ

年に自分の店を持って商

オオクラ製菓

土佐の古い銘菓として、
干菓子といわれる〝ケンピ〟

店の職人さんとして勤めら

し

と〝中菓子〟がございます。

れておりました。独立した

が

この干菓子は堅いところか

当時は数多くの菓子屋さん

ひ

ら堅干と名付けられ、広く

年位を大手菓子

江戸の時代から一般にも売
がおられる中、袋詰めの自

ケン ピ

り出されておりました。

ケンピ（左）・中菓子（右）

た。どちらも、こだわって

作っておられるということ

が話の節々に見受けられま
した。

〝 中 菓 子 〟 も〝 ケ ン ピ 〟

も一見堅そうに見えながら

（ 実 際 堅 い で す が …）、 で

も口の中に入れると舌の上

で優しくなじんで溶け、ほ

っこりとさせてくれるお菓
子です。

歳台

ただくと「〝中菓子〟とは、

菓子〟のことを聞かせてい

大倉社長に〝ケンピ〟〝中

たとのことです。

を選んで卸せるようになっ

クラ製菓さんの方が納入先

昔ながらのこの〝小麦粉ケ

とから名付けられました。

たものを〝芋〟で作ったこ

この本来の〝ケンピ〟に似

なっている〝芋ケンピ〟は

のお土産菓子として人気と

焼き菓子です。今では高知

糖に卵を加えた細長い形の

小麦粉ベースに水あめ、砂

す。

永く続くことを願っていま

この菓子の伝統の味が末

した。

もらい、工場をあとにしま

ゃっておられる姿に元気を

と思っています」とおっし

現役で菓子作りを行いたい

イペースで商いをし、生涯

でありながらも「私達はマ

大倉社長ご夫妻は

小麦粉をベースに水あめと

ンピ〟は、ひなびた姿そし

数年たち、オオ

砂糖を加えて焼いた郷土菓

今では

また、学校給食のパンも

子です。丸い形ですが、中

てほのかな甘さが持ち味で

社の卸菓子を問屋さんに認

作っていますし、最近では

の砂糖が溶けて丸い形にす

す」と、それぞれの特長に

めていただくために商品の

ットがここ種子島宇宙セン

花の販売もしていらっしゃ

るのがなかなか難しいです

今や高知の古いお菓子の

ターから打ち上げられてい

るとのこと。店主の渡辺勉

よ！」
「一方の〝ケンピ〟は、 つ い て 説 明 い た だ き ま し

一つとして全国的にも知ら

ます。

氏によると、最近はご多分

品質にとことんこだわり

種子島は、かつて南蛮船

に漏れず、島内にもコンビ

れております。この伝統の

がもたらした火縄銃が歴史

ニエンスストアが進出して

「同じような品物でもここ

を動かした島であり、また

きており菓子販売だけでは

が違うと言えるような菓子

着。そこは、宇宙に一番近

ソテツやマングローブ、ヘ

厳しいそうです。

ある菓子を製造しているオ

い島、種子島。先月話題に

ゴなど南国ならではの植物

オクラ製菓さんに話を聞か

鹿児島から高速船に乗

なったＧＰＳ衛星ともいわ

が彩り、四方を海で囲まれ、

作りに日々努力を重ね、少

り、桜島や開聞岳、佐多岬

れる測位衛星「みちびき３

種子島の魅力が満載

菓心利休

島にある菓子店「菓心利休」

そんな魅力あふれる種子

島でもあります。

しく温かい島民性が魅力の

ても有名ですが、何より優

いをもつ安納芋の産地とし

りとした独特な食感と味わ

島と相通じるものがあると

しい魅力を放っている種子

然が見事に融合し、素晴ら

は、未来と過去、科学と自

逞しいバランス感覚こそ

せず呵呵と笑い飛ばす氏の

太っ腹で細かいことは気に

概と感性を持ちながらも、

分野にも果敢に挑戦する気

毎年５月１日には献氷祭が

製氷業者の信仰が篤く、

われる。

社殿は江戸時代の造営とい

に現在地に移築された。現

ったのが始まりだが、のち

の貯蔵庫）に、氷の神を祀

日奥山に造られた氷室（氷

奈良時代、吉城川上流の春

日野町に氷室神社がある。

奈良市の東大寺の近く春

甘味を得意とする菓子店で

喫茶店、菓子店が増える。

局長・森下広和

崎充亮

奈良県菓子工業組合・野

される。

を飾りつけたかき氷が提供

はじめ、あずき、抹茶など

は定番の赤、紫シロップを

•••••••••••••••••••••••••••••

奈良のかき氷

夏に提供店増す

では、人気の安納芋や黒糖

感じさせられるのでした。

催される。その際、神前に

ら

か

を用いたお菓子はもちろん

おじゃりもうせ（おいでな

はタイやコイを封じ込めた

氷室神社のいわれ

のこと、南国の味わいのパ

さ い ま せ ）、 ロ マ ン あ ふ れ

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

しでも焼き斑があれば廃棄

むら

と船窓からの眺望を楽しみ

号 機 」、 そ し て 小 惑 星 探 査

そのような中で、常に視

出し語ってくれました。

ながら、錦江湾のさざ波を

サーファーの聖地としても

野を広く持ち、アンテナを

ッションジュースやマンゴ

る種子島へ。

では夏にかき氷を提供する

そのいわれもあり、奈良

る。

高さ１ｍの氷柱が奉納され

ージュース、更には健康食

務局長・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合事

品の黒ニンニクなど、驚く
ほど多岐にわたるバラエテ
ィ豊かな商品作りに取り組
んでいます。

氷室神社

良

奈

社長の大倉盛男氏は昭和

滑るように進むと、約１時
機「はやぶさ２」などの衛

張り情報を分析し、新しい

は

「菓心利休」のバラエティ豊かな商品

高知県菓子工業組合事務

間半で到着。また飛行機で

有名な自然豊かな島、そし

処分にした」と当時を思い

50

て蜜のように甘く、しっと

オオクラ製菓

星を搭載した数多くのロケ

せていただきました。

10

分であっと言う間に到

70
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九州北部豪雨視察報告
現状復帰に時間がかかる企業も

ハトマメ屋さん︒店舗の

た そ う で す︒﹁ 温 か い 言 葉

の方が買い物に来て下さっ

業再開︒お盆にはたくさん

開にはまだまだ時間がかか

していますが︑どちらも再

んじゅう・甘酒を全国販売

おり︑酒麹を使っての酒ま

んで酒蔵も同族経営されて

残っていました︒工場の裏

蜜漬けの機械が傷つかずに

れます︒その中でただ一基︑

っきり残って悲惨さが見ら

らいに泥水が流れた後がく

す︒窓ガラスには私の肩く

は泥や木くずが残っていま

ため︑お母様に当時の状況

たとき︑都合社長は不在の

てしまいました︒お伺いし

品や原材料も泥水に浸かっ

材の浸水︑出来上がった製

包装紙・化粧箱等の包装資

機・包装機械などの水没・

日より営

前の川が氾濫し︑地下の駐

りそうです︒手伝っていた

でいないが７月

車場と事務所が水没︒車５
で励まされ︑感謝でいっぱ

だいたボランティアの皆さ

地へ︒

台のほか︑菓子の包装機械
いです﹂と︑汗だくで仲山

人会員に連絡を取りました

年７月５日から６

やディスカッションをする

ストをお招きしての勉強会

ト︒まずは︑車中にて参加

で楽しくツアーがスター

歳の子供達

そして上は

て干す作業が行

撤去︑畳を外し

や排水路の土砂

って周辺の民家

ランティアによ

状況︒住民やボ

覆うような被災

難︒翌日︑目を

にいったん避

まじい水の勢い

工場のシャッターは外され

たちがお伺いした時には︑

されました︒１か月後︑私

べて泥にまみれ︑商品は流

山︑山︒工場内の機械はす

ったのか目の前には流木の

店舗・事務所が防波堤にな

たそうです︒翌朝︑工場・

中︑停電して一夜を明かし

入︒従業員と社長は泥水の

瞬く間に工場に泥水が侵

になり︑流木が襲いました︒

ーも壊れてしまいました︒

がはがれ︑ドア・シャッタ

で全室の土砂の流入︒内壁

今回の豪雨で︑床上浸水

があります︒

辺︑鵜飼饅頭の八嶋屋さん

号線を進み筑後川温泉の近

八嶋屋さん︑国道３８６

感じられました︒

めておられる姿が頼もしく

ます︒前に向かって進み始

を急ピッチで進めておられ

が︑まず︑飲食店舗の改修

と井福社長は言われます

ん︒

心からお祈りしてやみませ

菓子の販売ができることを

業も営業再開がされて︑お

意見もありました︒どの企

と理事長はじめ組合役員の

て何かできることがあれば

企業もあります︒組合とし

にはまだまだ時間がかかる

れました︒ただ︑現状復帰

企業の皆さん感謝しておら

けていただきましたと︑各

出しや︑がれきの撤去と助

ランティアの方に泥の掻き

カンＢＢＱ︒東京菓業青年

を少々早め室内でジンギス
会第

局・村上豊美

的地﹁日光ゆば

事撮影︒次の目

晴れ間が出て無

時に︑奇跡的な

集合写真を撮る

たくさん購入し

した︒お土産も

っぱい堪能しま

菜を皆でお腹い

味しいお肉と野

ａｘになり︑美

テンションはＭ

乾杯に大人達の

後︑地ビールで

よる会長挨拶の

でした︒

じられる有意義なサマレク

れるなど家族の絆を強く感

供達の笑顔に癒され励まさ

する﹂という声もあり︑子

子供の中にも﹁自由研究に

貴重な経験が出来ました︒

くいを体験させて頂くなど

学後には子供も含め湯波す

させて頂きました︒工場見

では食べ応えの違いを感じ

な場面も見せて頂き︑試食

うです︒工場ではその貴重

重か二重かの違いがあるそ

いはすくい上げる時に︑一

は﹁湯波﹂と書きます︒違

東京都菓子工業組合理事

製造㈱日光工
場﹂様へ移動︒

・東京菓業青年会相談役・
生田剛︵㈱イクタ︶

よく見る漢字の
﹁湯葉﹂は京都で︑日光で

日光サマレク集合写真

代会長の冨賀瀬氏に

上 新 粉
も ち 粉
米
粉
玄 米 粉
き な 粉
ご
ま

冷凍白玉もち

各種製菓材料取り揃えております。

FAX.0283-23-5401

平成

社長は今日も豆作りに頑張

が︑４企業と連絡不能︒１

やエアコン室外機︑売り上

週間後４企業のうち３企業

げデータなどが入ったパソ

日にかけて大分県・福岡県

をお聞きしました︒やはり

朝倉市・東峰村は豪雨に見

の敷地には︑動かせない車

コンが泥水につかる︒地下

んにとても感謝されておら

と連絡が取れ︑簡単な状況

っておられました︒

舞われました︒ニュースで

われた︒お伺い

機械もほとんどなくなり︑

大成物産さん︒国道３８

とても怖い思いをされたそ

平松地区の篠崎食品さん

うです︒

は５日午後２時ころから雨

が流木と共に泥に埋もれて

のほとんどが使用不可︑泥

い ま し た︒﹁ 一 か ら︑ い い

出し・消毒を終えて床と壁

れました︒

日組合員から預か

を伺いました︒お盆が明け

した時も玄関に

大型の冷凍庫は元あった位

今回の豪雨で︑多くのボ

段ボールが敷か

菓子製造に必要なオーブン

やマイナスからの始まり﹂

れ︑乾ききって

置からかなり移動していま

・ボイラー・餡練機・包餡

６号線の山田の交差点が川

いない状況でし

した︒まだ二階への階段に

福岡県菓子工業組合事務
た︒道一本はさ

脚が激しさを増した︒すさ

視察中

の張替を行い︑修復は済ん

て８月

通常例会︵毎月１回︶の他

メンバーによる各家族紹

ですが︑生憎の雨と地名通

TEL.06-6307-7331

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

ご存知のように濁流の映像

った義援金を持参して被災

に︑総会︑１泊で行う研修

介︒その後︑バスは全員参

りの濃霧だったので︑予定

27

TEL.0283-23-7331

が次々と放送されました︒
翌日︑その地区の支部︑個

東京菓業青年会８月例会
サマーレクリエーション
社と奥様

家族と楽しむ︑
日光・牧場ＢＢＱ︑
ゆば工場見学

わらず参加企業

旅行・そして毎年８月に普

加ゲームなどを楽しみなが

東京菓業青年会では︑ゲ

段支えてもらっている家族

名

を慰労するサマーレクリエ

ら進み︑最初の目的地﹁日

着︒天気が良ければ東京ド

光霧降高原大笹牧場﹂へ到

名︑総勢

ーション︵サマレク︶が有

今年のサマレクは︑八月

ります︒

動物達と触れ合える子供に

個分の広大な敷地で

は最高の体験が出来る牧場

ーム

日光市へ日帰りツアーを行

日光ゆばすくい

いました︒悪天候にもかか

一九日に貸切バスで栃木県

26

栃木県佐野市村上町903

16



ハトマメ屋
歳から下は０

10

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

16 15

本社工場

http://www.namisato.co.jp
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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。

○任せたと言ったのに口を

たということが多い。

ば、ここまではならなかっ

す皆様がしっかりしておけ

限られている。バトンを渡

がすることは、実は非常に

るわけではないが、後継者

すべての責任を先代にす

行って、自分で製品を作っ

息子の工場の部品を持って

けの工房を作った。そこに

小さな土地を買い、自分だ

の前の道路を渡った場所に

っていた。このため、会社

に口を出してしまうとわか

ていると、親父さんは絶対

を譲ったが、社長ぶりを見

後継者が成功するか失敗するかは、
先代にかかっている

出す

その⑤
ことがある。

信じられないが、こういう

決算書を見たことがない」。

○兄弟、親族の争い

ばかりの中でしている。

くても、後継者は年上の人

士の先生は１００人いたら

と。もめ事があると、弁護

よいのは遺言書を作るこ

縁起でもない話だが一番

○自分の財産を明らかにす

よい。

れ」ということを書いても

で商いを続けて行ってく

い。私がいるから言えた。

たいが、息子に直接言えな

た。親父さんはそれを言い

に言っていたことと違っ

方を勉強しなければならな

父さん、まだまだ料理の仕

た。すると息子さんは「お

潰しても構わない」と言っ

子不幸をしない。このこと

事業承継は、たった一言、

う」と言えるからだ。

一歩前に出なかっただろ

もあるが、火事になること

火種は消えてしまうこと
１００人とも「遺言書さえ

る

これはマイナンバー制度

第三者を入れることも１つ

いから、教わってゆきたい

に尽きる。親不孝という言

○自分の番頭を後継者に使
わせる

が導入されたので、財産が

おまえはお目付役でいろ」

指導している方がいる。こ

先生で株を分散しなさいと

私は驚いたが、税理士の

と を 託 す 」「 こ う い う 思 い

るだけでなく「こういうこ

ィングをしている。家族会

は、大体ファミリーミーテ

る。

捕捉されるようになってい

る」と言うので、２人で私

父は頭が古くて困ってい

ようになる。息子さんが「親

け、自然体で経営ができる

す人はいない。肩の力が抜

きにしろ」と言っても、潰

ても構わない、おまえの好

っ て い た だ き た い。「 潰 し

ないと、社員はどちらを向

それだけでよい。これをし

言うことを聞け」という。

こいつがボスだ、こいつの

跡継ぎを指さし「今日から

れる会社は集めて、先代が

が結構ある。全社員が集ま

を社員に言っていないこと

中小企業では、社長交代

ろいろなことを言うが、バ

いく。スキームや計画とい

を持てば事業承継はうまく

できるか。主体的な気持ち

い。次の世代のために何が

は自分だけのものではな

そして主体性。自分の人生

惑をかけない。この気持ち、

はならない。次の世代に迷

ら、それを跡継ぎに渡して

問題や莫大な借金を作った

葉もあるが「子不幸すべか

あれば」という。遺言書は

はだめだ。なぜ徳川幕府が

れは大変なことだ。経営を

議のようなものだが、大き

いて仕事をしてよいかわか

らず」と老舗の企業の家訓

財産を分与することを載せ

約２８０年、続いたのかは、

任せる人に株を集約しなけ

後継者を「まだまだだな、

な特徴は必ず第三者を入れ

のところに来ていただい

らない。ある講演会では「も

と思います」となった。

もあるので、つんでおく。

将軍が代わると老中職も全

ればならない。株は、お金

だめだな」と思っても「し

た。レストランをされてい

○社長が交代をしたことを

○株主構成

員代わったことにあると言

は入ってこないが、動くと

っかりやっていけ」と言う。

ること。すると普段言えな

る親父さんは苦労人だか

の手である。

「おれは引退するけれど、

われている。昔の将軍に仕

税 金 が か か る。「 株 を 集 約

いことがお互いに言える。

○潰しても構わない

あいつはまだ心配だから、

えていた老中が残ると必ず

させて経営権を安定させま

親には親の面子もある。私

親父さんが私のところに来

にある。自分の代で難儀な

比較する。それがよくない

歳な

きちんと言う

こととわかったので、全部

しょう」という税理士の先

も娘が

○後継者を認めること

だけ行く

ょっと来てくれ」という時

なかなかできない。このた

もを褒められるか。それは

らどうだろう。自分の子ど

ので、自分のことになった

子を今度は連れてきて下さ

ほ で 」 と 言 っ た。「 そ の 息

て「うちの息子はばかであ

が焼いて食おうが、跡を継

れが作った店を煮て食おう

る。最後に親父さんは「お

ら、それなりに分かってい

一歩前に出ろ」と言ったそ

加え「気に入らないやつは

た。その方は、最後に一言

うしている」という方がい

ないために、今社長の私に

れば機能しない。子不幸し

様の心構えができていなけ

トンを渡す皆様、受ける皆

歳、息子は

○自分のノウハウを５年で

い」頼み、２人で来ると、

これを先代社長はぜひ言

変えていった。ガラッと変

生と一緒にしていくとよい。

事業承継に成功している先代に
共通していること

えることが大事。それでな

も仕事ができる。どうして

渡す

め、第三者を入れるとよい。

た。これなら息子の仕事ぶ

も気になって口を出してし

○兄弟・親族の性格を把握

何ができるか考えれば、う

りは目につかないし、自分

せた」と言っているが、い

まう方は、それなりに工夫

○アドバイザーに撤して自

まくゆく。

その人を信じれば、口を

ちいちチェックするのは、

こ と だ。「 社 長 に な っ て ３

うだ。なぜならば、後から

先代のうまい対応例

信じていない証拠だ。それ
する。

いろいろ言ってくる人には

金庫というのは決算書の

い

でもどうしても口を出す親

いでやっていくのはおまえ

県 ）・ 夏 恋 文、 大 阪 府 立 園

立福岡女子高等学校（福岡

○経営者の視点からの従業

える。

を見る目の独特の視点を伝

た。そのお金の使い方を教

から、商いが続けてこられ

しない、周囲の評価に惑わ

後継者の方は先代を意識

「文句があるのに、あの時
もに各チーム手際よく制作

芸 高 等 学 校（ 大 阪 府 ）・ ワ

員アセスメント、関係先ア

ら、おまえの好きにしろ、

だ。おれは先に死ぬんだか
維）で勝て菌に！、福岡市

した。実技審査終了後、制

ラビ―カステラ～皆様に笑

か優秀なんだ」という。前

親父さんは開口一番「うち

分、開始の合図とと

集まりいただいています」、

作にあたっての想いや菓名

顔を～、福知山淑徳高等学

時間

の息子もこう見えてなかな
名の出場者にお

ヨーロッパの老舗の企業

チームの高校生が、

作品

し、将来の不安を取り除く

校

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
大阪市の辻製菓専門学校に

大阪府生菓子青年クラブ谷

の由来、特徴などのプレゼ

催

澤 慶 浩 幹 事 長 よ り「 緊 張 す

ンテーションを行い、審査

開
集まり最終審査を行った。

る と、自 分 の パ フ ォ ー マ ン

全国和菓子甲子園
高校生たちは、応募したレ

スを１００％出せません。

第８回

シピに沿って和菓子を制作

されない、継いだものは減
てきます。楽しくお菓子を

（全国菓子研究団体連合会

審査委員長は西尾智司氏

ベ ジ ど ら、

東京都立農産高等学校（東

味である。簡単に言うと、

アセスメントは評価の意

あの世代にしてはしっかり

生命保険のこと。親父は

う 時 は ビ タ 一 文 使 う な 」。

は思い切って使え。こうい

色に染めてゆく、継ぎたい

らさない、少しずつ自分の

は、お金の使い方がうまい

作れば、楽しい美味しいお

出会っていただく

が手軽に和菓子に

り「高校生の皆様

濱康博実行部長よ

開会式では、網

西尾智司審査委員長より

あった。審査員を代表して、

選手宣誓、審査員の紹介が

プの返還、選手代表による

い」と挨拶の後、優勝カッ

決勝大会に挑んでくださ

菓子ができます。楽しんで

組 合 連 合 会 青 年 部 部 長 ）、

槌谷祐哉氏（全国菓子工業

製菓専門学校和菓子教授）、

コ ー ス 講 師 ）、 仲 實 氏（ 辻

氏（大阪成蹊短期大学製菓

会長）が務め、他、田原彩

会長・菓子研究団体二六会

（ 福 岡 県 ）・ か ぼ こ 茶 ん、

抹きち大福、飯塚高等学校

山 崎 高 等 学 校（ 兵 庫 県 ）・

良 県 ）・ 水 鈴 華、 兵 庫 県 立

う、奈良女子高等学校（奈

県 ）・ ド カ ン と 桜 島 ん じ ゅ

児島城西高等学校（鹿児島

阪 府 ）・ 瑠 璃 林 檎 ノ 実、 鹿

関西大学第一高等学校（大

京 都 ）・ ど や

き、社長はこのように人を

ない」と言っているのを聞

こいいこと言うが信用でき

用 で き る 」「 あ い つ は か っ

ぼそ言っているけれど、信

が帰った後「あいつはぼそ

が報告に来た。親父は社員

院した時、いろいろな社員

仕方をする。私の親父が入

経営者は独特の人の評価の

と教わった。削るだけで行

ようになったら一人前だ」

金、削る金の区別ができる

から「社長というのは使う

にかかった百貨店の副社長

社長になり、最初にお目

○お金の使い方

の心の拠り所になった。

れたので、残された私たち

と生命保険に入っていてく

のか分からない。分からな

が、誰に相談に行けばいい

が「相談に乗るよ」と言う

だけ後継者が助かるか。皆

を伝えておくだけで、どれ

相談に行け」と、その一言

「こいつを頼れ、こいつに

○宝の人脈リスト

ない。まさに訓練である。

これはどこでも教えてくれ

思う。

業承継していただきたいと

ぜひ、このような形で事

う。

るが、おもしろいぞ」と言

が な い。「 大 変 な こ と も あ

割に合わない」と言うと継

長は幾ら給料をもらっても

営 の 楽 し さ を 伝 え る。「 社

などがある。

がやり残したことを行う、

と前向きに思えるか、先代

バトンを渡す皆様は、経

事を目的として開

谷澤慶浩氏（大阪府生菓子

埼玉県立越谷総合技術高等

いので、伝えていただきた

皆様に万が一があった時

催され、今回で８

「色々な素材があり、何が

青年クラブ幹事長）の５名

くと、最後に会社は潰れて

い。

回目を迎えまし

で審査した。

しまう。どこかでお金を使

できるのか楽しみにしてい

見るんだと勉強になった。

わなければならない。皆様

ます」と挨拶があった。次

それは多分教えてくれてい

た。今回のテーマ

学 校（ 埼 玉 県 ）・ 若 紫、 鹿

たのだろうと今は思う。人

は『食べておいし

出場校と作品名（順不同）

児島城西高等学校（鹿児島

に大会のルール説明の後、

県）・愛万華。

い健康和菓子』で

は、三重県立相可高等学校
実技審査の制限時間は１

実技審査開始となった。
一次審査を通過し

す。全国各地から

（三重県）
・みなぎる戦意（繊

が選ばれた。

市）の作品「いつまでも。」

終わりに

高校生が２人１組でチーム

し、グランプリには、福知

え て 欲 し い。「 こ う い う 時

が今までやってこられたの

を組み和菓子作りを競う大

○保険は大切

った。書類審査で選ばれた

伝えておきたい先代社長の帝王学

会で、今年で８年目を迎え、

セスメント

日、第８回全国和

菓子甲子園が辻製菓専門学

校（京都府）
・いつまでも。、

８月

校において、大阪府生菓子

員は質問や試食審査をした。

45
お菓子は作り手の感性がで

24

山淑徳高校（京都府福知山

12

作品の応募があ

12

全国より

た

分 か ら 出 て ゆ か な い。「 ち

23

年になるが、うちの会社の

26

○金庫をいつまでも渡さな

出さなくなる。社員に「任

二条 彪 氏（株式会社国際後継者フォーラム代表取締役）

について

父さんがいた。息子に工場

後 継 者 問 題
11

青年クラブ主催で開催され
た。全国和菓子甲子園は、

グランプリ作品「いつまでも。」

!!
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日（金）に東京ビッ

日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会は
日（水）〜

回デザート・スイーツ＆ベーカリー

２０１７年４月

ユウ

ササゲ）を講師に迎え「スチコン×スイ

その魅力と想い」をテーマに講演を行いまし

長）が務めました。

捧

私は世田谷の千歳烏山

で、パティスリーユウササ
ゲという店をしています。
２０１３年５月に店をオー
プンし、今年で丸４年にな
ります。ツジ・キカイのス

月頃

チコン「ベイキープロ」を
入れたのは、去年の
で、平窯はオープン当初か
ら使っていました。

その①

ーズは何だろう」と考える

強かったですが、今は「ニ

りたい物、という気持ちが

んいます。最初は自分がや

受け入れてくれて、やりや

販売していますが、皆様が

で、フランスの伝統菓子も

ければならないとも思うの

いただき、継承していかな

子の伝統も皆さんに知って

した。ル・コントには定番

べて「うまい！」と思いま

捧

に違うと思われましたか。

ていたお菓子と、どのよう

山根

最初は何も考えずに食

なって気づきました。

シピも継承していかなけれ

も忘れられません。そのレ

ントで食べた時の衝撃は今

れのあるお菓子で、ル・コ

捧

フィナンシェは思い入

て挙げれば何でしょうか。

自信のあるアイテムはしい

捧

受けますね。

うと思います。皮で衝撃を

日本で食べたものと全然違

ューの皮は、子どもの時に

で、十人十色の思い入れで、

き方もスタイルも違うの

し、店ごとに全く製法も焼

とフランスの感覚も違う

ばならないと思います。今

捧

はいますか。

山根

す。フランスのパティスリ

のイメージがあると思いま

パティスリーは、ケーキ屋

捧

パティシェのパン作り

までいろいろなフィナンシ

ーはケーキではなく、パン

それまで召し上がっ

ことが多く、お客さんの求

すいなあと感じます。

作っていると感じます。

める商品作りや店造りを心

全然違いますね。日本

掛けています。フランス菓

商品が幾つかあります。間

ェを食べていますが、自分

やパンが印象深いです。さ

もチョコレートも総菜もあ

が、２代目社長は大のヨー

メリカが好きな人でした

目を迎えます。創業者はア

入したプレジールという洋

じめました。その石窯を導

を目指して石の開発からは

しようと、究極の石窯造り

「石窯のツジ・キカイ」に

をしており、世田谷には味

レジールという店でシェフ

屋でパティスリーカフェプ

捧

い。

までの流れをお話しくださ

山根

れが普通でした。このフラ

ばかりでしたが、私にはそ

た。周りの店にはない菓子

の宗教菓子を作っていまし

年前から、伝統菓子や季節

なものであることを、後に

いかなければならない大切

きない、しかも受け継いで

たことで、普通では体験で

意識はなく、ここで経験し

捧

入る前は全くそういう

山根

できると思います。

なり合い、美味しいものが

もあるし、全ての要素が重

ると思います。焼きの技術

思うし、作り手の技術もあ

フランスに行くとシ

いうものを作っています。

て、これが一番美味しいと

自分の想像力を膨らませ

ムがこういう感じという、

ういう感じで、中のクリー

になることはありますか。

作りをするとお菓子の参考

山根

捧

ますか。

山根

大事だと思います。

生かすことが、より一層、

お菓子と違う感覚で作って

気持ちがあります。パンは

パリのストレーのババ

ロッパ好きでした。このた

菓子店があります。そこに

の分かるお客様がたくさん

店を開きたかったので、世

ンス菓子の、何百年も続く

あります。日本で言う

違いなく美味しいからこ

らにパリのデュ・パン・エ

他に影響を受けた方

そ、定番商品となります。

のものは３本の指に入るか

・デジデというパン屋です。

フランスの伝統菓子「フィナンシェ」
歴史を受け継いで、次世代

なと思いながら作っていま

め、ヨーロッパの食文化を

捧シェフがいらして、それ

いました。そのため、この

田谷でオープンしました。

フランスの伝統菓子

山根

焼き菓子ならフィナンシ

す。また、小さい頃からシ

テーマに機械を開発してき

が最初の出会いでした。そ

土地がやりやすいと思いま

千歳烏山という町は下町感

年前

ェ、生菓子はパリブレスト

ました。その中で続けてい

の後、ご自身の店を立ち上

した。ニーズに合わせるよ

私が社長になった

に渡さなければならないと

など本当に美味しく感じま

るのがスイーツとパンで、

げられ、現在は当社のスチ

り、私が作った物を受け入

ツジ・キカイは
に至った経験やきっかけ

それはル・コントに

いう意識も持っていました。

ヨーロッパの食文化を追求

ームコンベクションオーブ

にあったル・コントという

捧

か。それとも、その前から

入ったから感じたのです

山根

が、先ずは素材が大事だと

いものはできないのです

した。何が欠けても美味し

クリームはシュー生地がこ

た。今、作っているシュー

ュークリームが大好きでし

ります。

も、独特の焼いた香りがあ

オーソドックスなパンに

れ、できるだけ近づけたい

ものがパティスリーと呼ば

ります。そういう総合的な

おり、粉やバターの素材を

勉強されていたのですか。

初のフランス菓子店で、

今、パンを作ってい

作っています。

パティシェが、パン

アを開けて、天板の差し換

よく、焼いている途中にド

挑戦し解決してきました。

り周りがさっくりした感じ

いていた時と比べると、よ

山根

に近づいています。

捧

山根

えをすることがあります

ご自身の店で、特に

店でした。ここは日本で最

最初に働いたのは青山

している会社です。製品は

ンとデッキオーブンを使っ

があり、常連さんもたくさ

オープン前から現在
は、どんなことですか。

オーブンが中心で、全て私

れてもらえるような場所で

独立する前は、三軒茶

たちが考えて設計した純国
ていただいています。

も焼くことが重要な要素な

が、それは品質を下げるこ

極端な焼き方をした時以外

そうですね。より理想

ので、本日のテーマに「焼

とになり、さらに手間もか

でしょうか。

き」をあげました。ツジ・

山根

年以上、コンベ

かったのです。

は、差し換えすることは激

デッキオーブンで焼

伊勢のおかげ横丁や、湯

キカイは

っとりと焼き上げます。

布院など、洗練された和の

クションオーブンを作り続

新コンベクションオーブンでの「焼き」

小豆を多用した日本の他

統一感を現代に蘇らせた町

株式会社小布施

そのような縁で、小布施

の和菓子店とは違い、ほと

づくり事業は数多くあれ

さて、パンもお菓子

は葛飾北斎の作品が多く残

んど栗と砂糖のみを使用し

堂様」
皆様は長野県の小さな町

され、同社が関わる「北斎

たシンプルな菓子作りは、

うか？

日々、使っていて、どんな

のです。

・小布施にお出かけになら

館」という美術館もあるほ

かります。それをなくした

ことを感じていますか。

をなくすことはできないだ

が、良いことずくめです。

ています。

れたことはありますでしょ

ど。極めて文化度の高い成

け、常に進化させています。
が始めた修景事業が一説に

御社のベイキープロを

ろうと思っていましたが、

最初、天板の差し換え
は元祖と言われています。

捧

月に導入しました

捧
そのため、町全体が統一さ

去年

熱効率が良く、今までのオ

ますが、洋菓子店は販売の

間管理をしっかり行ってい

焼きたてのフィナン

山根

らいが一番美味しいので、

オーブンから出た５分後く

す。フィナンシェは焼いて

店頭に並べることがありま

捧

んしっとりとしますよね。

に入れてしまうと、だんだ

くっと焼いても、何日も袋

山根

いところではあります。

致しない場合も多く、難し

焼きたてで、そのまま

知っている人はどんどん買

私も若い頃はフィナンシェ

フィナンシェは、さ

っていきます。

広まればいいと思いますが。 タイミングと製造工程が一

シェのおいしさが、もっと

お菓子屋さんで焼きたては？

魅力に溢れる美しい田舎

ど、ここ小布施の地で同社

駕するセンスの良さと、何
よりも和菓子界の至宝がた
くさん存在するとても珍し

れた空間となり、その中心
にまるでテーマパークのよ

い町なのです。

うに小布施堂さんの建物が

減しました。

その町づくりや町のブラ

ーブンよりも短い時間で焼

ンディングをリードしてい

立ち並び、圧倒的な異空間

はしっとりしているものだ

極上の味わいを提供してお

る老舗が、栗菓子と日本酒

と思い込んでいました。今

パン作りの工程は、生

パン屋で当たり前の

山根

け、焼きムラも少ないです。

焼きたてで提供するという

山根

山根

に立ち入った雰囲気を醸し

じますが、どんな食感を意

出します。

換えをして焼いていまし

り、同じ町内に有名な多く

た。庫内温度を安定させた

の栗菓子店があることから

蒸気をこもらせてお
同店は元々、酒造りを桝

山根
一市村酒造場として営み、

きたい時も、ドアを開けな

の醸造等をグループで手が

焼きムラをなくすの

ける小布施堂さんです。

は見方が変わり、よりサク

は、極めて難しいことです

考え方は、洋菓子店では導
一つの菓子から、町全体

識されていますか。

も、日本の栗菓子の首都と

方が、品質が良いので、差

その後、小布施の地で多く

いで済みますね。

２５０年以上の歴史を誇

何ですか。

周りはしっかりと焼き

ッとして食感が美味しいと

そうですね。

感じています。その食感が

捧

入しにくい理由はあります

が、長年かけてその難題に

か。

の雰囲気まで、多くの国内

捧

言ってもいいのではないで

込んでいます。しっかり焼

しょうか。

し換えをしないで焼いてい

栽培されていた栗を利用し

ます。熱量もあるので時間

た菓子作りを始めるに至っ

企業が参考としてきた文化

る老舗ですが、特に祖先に

コンベクションオーブンに

江戸時代の儒学者・浮世絵

捧

周りをさっくりと焼く

かないと、粉の香りは出て

レベルの高さを見に、この

が短縮できます。強めの焼

さて栗菓子はもちろんで

向いていると感じます。

たとのこと。その栗の質の

地の発酵管理など、ある程

師として知られる、高井鴻

度の制限があり、工程の時
捧

今までは平窯で、差し

山根

フィナンシェの焼き
方で、工夫をしている点は

次号に続く。

きません。まずは、そこを

秋は出かけられて見てはい

意識し、短時間で中心をし

かがでしょうか？

き色にしたいので、２１０

すが、小布施堂さんが特に

度で ～ 分焼いています。

優れているのは、町並み修

窺い知れます。

35

良さは、幕府に納めるほど

11

であったと言います。菓子

少し温度が高めと感

栗そのものを食べるよりも

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

20

り立ちの町であったことが

フィナンシェ

スチコン

山（本姓は市村健）がおり、

13

尾関 勇

町でありながら、東京を凌

「長野県

産のオリジナル製品です。

捧 雄介 氏（パティスリー ユウ ササゲ）

景事業に代表される、卓越

その魅力と想い

になったのは砂糖が普及し

× スイーツ

て、晩年の北斎を支えた人

14

されたブランディング力な

年

た。聞き手は山根証氏（㈱ツジキカイ代表取締役社

ーツ

ー

展を開催しました。同展では捧雄介氏（パティスリ

グサイトで第

14

始めた江戸後期だと言われ

69
物として知られています。

山根

11

12

14

有名な葛飾北斎の門人とし

12
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日︵金︶に東京

wa anatawo hitomukasimae
︵静かに
heto izanaimasu
たたずむ建物の間をそっと

般社団法人日本パイ倶楽部理事︑作家・放送作家

カリー展を開催しました︒同展では藤井青銅氏︵一

てある︒門司港の説明は︑

と い ざ な い ま す ︶﹂ と 書 い

レトロはあなたを一昔前へ

吹き抜ける海の風︑門司港

・脚本家︶を講師に迎え﹁日本の伝統×素材×地
しているけれどパイの説明

その②

な食べ物もあるので︑ライ

めしといわれて︑いろいろ

出したが︑名古屋は名古屋

隣の浜松が大ヒット商品を

る︒これは私の推理だが︑

愛知はきしめんパイがあ

こともよくわかる︒

ば︑我も我もと皆さん出す

うがあるという感じがする︒

ある︒饅頭よりもパイのほ

があるのでパイに親和性が

ーを使い︑沖縄は米軍基地

る︒北海道は明治以降バタ

両方とも外国の香りがす

来たお客さんが買う︒また︑

北海道と沖縄は︑観光に

あった理由もよくわかる︒

イを売る売らないの騒動が

るが︑北関東は苦労してい

りんごや栗のイメージがあ

長野や山梨︑岐阜はぶどう︑

開ける時はドキドキする︒

なのに真空パックで︑袋を

司パイ﹂がある︒焼き菓子

琵琶湖があるので﹁ふな寿

作るか悩むだろう︒滋賀は

海なし県は大変で︑何を

めた４県と兵庫の日本海側

説得力があるのは新潟も含

は割とあちこちにあるが︑

橘系という感じである︒

あたりはイメージ的に︑柑

内レモンパイがある︒この

ん︑夏みかん︑最近は瀬戸

やすだち︑かぼす︑いよか

北陸はかにゾーン︒かに

瀬戸内は柑橘類で︑ゆず

バル心が刺激されたのだろ

である︒この辺りは﹁○○

黒潮の流れにしたがい︑

かにパイ﹂が多い︒

る︒

る︒

う︒名古屋駅で︑うなぎパ

こない︒大阪はありそうな
気がするが︑探しても少な

ゆるパイの無いところや

で は な い だ ろ う︒﹁ 面 白 い

めているのはそういうこと

れど︑全国の人が大阪に求

沖縄︑鹿児島︑宮崎は紅い

た︒先ず南九州いもゾーン︒

パイが多いことを発見し

る︒この地域にはこういう

三大ゆるパイゾーンがあ

は大都市圏に近いので︑贈

葉にはびわがある︒その辺

である︒茨城はメロン︑千

ゆずやみかんなどの柑橘系

る︒高知・和歌山あたりは︑

系︑黒糖パイ︑塩パイがあ

国フルーツのパッション

をついついパッケージに書

少ないところは京都︑大阪︑

恋人﹂が欲しいわけだから

もやさつまいも︑紫いも︑

答用フルーツとなる︒

沖縄や鹿児島はいも系︑南

奈良で︑和のイメージが強

﹁たこやきパイでんねん﹂

安納いものパイが多い︒ポ

三大ゆるパイゾ
ーン

いところ︒羊羹や饅頭は納

のような物があったほう

テトパイの感じで人気があ

い︒高級品のパイはあるけ

得感があるが︑パイには納

が︑土産として盛り上がる

るかだけを考えていると思

ゆるパイの少な
い地

得がいかないのだろう︒京

だろう︒それなのに︑妙に

デュース能力が問われる︒

う︒それはそれでいいが︑

いてしまう︒これもゆるパ

都は修学旅行生が土産を買

る︒

めなくて︑少し隙があると

成功するには︑センスとい

︵いつも海で遊んで
hensin

うので︑売ればいいと思う

こじゃれたパイを作ってい

しろがるかもしれない︒

ころが日本文化で︑それが

いる僕たちが︑おいしいパ

げました﹂などの企画意図

し た ﹂﹁ ふ ん わ り と 焼 き 上

さらに﹁〜をパイにしま

域で独自の変化を遂げる﹁ご当地パイ﹂の世界〜

先月号より続く︒

ゆるパイパッケ
ージの特徴

が︑なかなかいいのが出て

と思う︒浜松は東京と大阪

ゆるパイの講演の時︑外

イの特徴である︒

で︑あれだけ大ヒットすれ

イが１強だが︑同じくらい

の両方から近いので︑どち

部外者の一歩引いた目線で

愛知︑沖縄である︒静岡は

の多い県は北海道︑静岡︑

地域性があった︒ゆるパイ

ゆるパイの特異県

る︒パイだけ英語である︒

元祖うなぎパイの地なの

きて︑うなぎパイに頭とお

のレベルのものが２つ︑３

見ると﹁こういう方向でし

パッケージにも特徴があ

光バスでやってくる︒ゆる

しりがあることもわかっ

うか能力︑誰かの知恵︑そ

﹁門司港レトロバナナパ

パイの歴史も聞くことがで

こには物語も必要である︒

とがある︒その辺の視点の

おもしろいと研究してい

お手伝いは︑外部の人間を

る︒﹁ ゆ る ﹂ も そ う い う 感

それぞれがおいしいレベル

国人のお客さんがいて︑何

に達しているので︑まずい

しに来たか聞いた︒大学の

るかもしれない︒その方に

らからでも行ける︒西日本

聞いたら︑外国では︑個別

混ぜたほうがよい︒

に１か所と︑新潟か東北あ

ャラ﹂などの﹁ゆる﹂を研

ものはどうやっても売れな

素材でパイになっていな

つあり競い合ったほうが︑

る︒パイに引きずられ︑パ

子屋さんや東京のアンテナ

究しているという︒﹁わび︑

に包装しているパッケージ

い も の は︑ 結 構 あ る︒﹁ 何

おもしろい︒浜松のような

全国のパイを集めて︑分

ショップでは︑買えない︒

さび︑萌え︑ゆる﹂と︑ゆ

い︒いい味のものは売れる

た︒丸くなって

析した結果︑ゆるパイには

こういうパイを﹁どこで

買えないとダメという考え

あったらおかしい︒こうい

可能性はあるが︑どのよう

いるところが口

イ﹂は︑門司港はバナナの

買 う の？﹂﹁ 見 た こ と が な

方もあるが︑買えないこと

くとこんなうん

の焼き菓子は︑あまり見た

たほうがいい﹂とわかるこ

たたき売りの発祥地だか

い﹂と言われる方が多い︒

に意味がある︒そこに行か

ちくも知ること

業になり︑東京

ら︑ビッグな企

ているわけだか

にお客様を集め

このように地元

ろう︒けれども︑それをそ

大企業になりたいと思うだ

大きくなり︑全国展開して

みんなヒット商品を出して

ころがおもしろい︒企業は

まで︑全国制覇ができると

ゆるパイは地方企業のま

特産にこだわることで︑日

ある︒ある県の︑ある町の

のグローバルは日本全国で

ットを手にする︒この場合

とで︑グローバルなマーケ

結局︑地元にこだわるこ

見せてくれた︒

る︒うなぎパイが成功例を

はパイドリームと言ってい

プロデューサーなので︑プ

ではなく︑作家︑放送作家︑

のか︒私は食品関係の人間

る︒ただ︑これだけでいい

当地パイがゆるパイであ

で︑独自の進化を遂げたご

日本の伝統×素材×地域

ぎパイの場合︑夜のお菓子

なかなか伝わらない︒うな

ければ︑いい物を作っても︑

ンスをメーカーが持ってな

がいる︒プロデュースのセ

という誰かのプロデュース

ほうが人にアピールする﹂

た ほ う が い い ﹂﹁ こ う し た

い︒﹁ こ う い う 売 り 方 を し

すよ﹂では︑ブレイクしな

ろの特産品をどうパイにす

ないと思うし︑自分のとこ

う︒種類があることも知ら

なに考えたことはないだろ

皆さんパイについてこん

じですれば︑おもしろい︒

げることができるという感

いうものでも地方で売り上

い︒ゆるパイを使い︑こう

ナートを誘致する等ではな

地方創生は何も︑コンビ

できたら楽しいと思う︒

イで地方創生のお手伝いが

まくいかないので︑ゆるパ

プロデュースはなかなかう

だ︒外の人の視点がないと︑

クさに︑気がつかないもの

事者はおもしろさやユニー

は気がつかないと思う︒当

ない︒その辺は多分地元で

ということに気がついてい

ができ︑楽しい︒

ことがないと言っていた︒

人は物語を消費する︒味は

ッケージには結構︑英語が

私も集める過程で︑地元の

ないと買えない︒お土産を

るいものを日本人は肯定し

じで︑世界に受け入れられ

書いてある︒よく見るとロ

出身者に聞いても﹁うちに

渡して﹁こんなの見たこと

に出てしまった

のまま突き詰め︑東京に進

本中の人にいいと言っても

ロデュースがないとダメな

に寄せたが︑そういうプロ

でこれをパイにしないの︑

ら意味がない︒

出するというのは︑ゆるパ

ことが分かる︒最初にいっ

に打ち出すかというプロデ

浜松にあるから

イでは違うのではないか︒

らえる︒大風呂敷を広げる

こく堂の話をしたが︑ただ

おもしろいのができるよ﹂

意 味 が あ る︒

と︑ネット時代は日本だけ

ュース能力が必要だ︒

人々はそこに行

﹁オリーブパイ﹂は瀬戸内︑

ではなくて世界の人がおも

﹁すごいテクニックの人で

く︒これが地域

いよかんは伊予だろう︒﹁さ
経済である︒

ぬきうどんパイ﹂が東京に

終わりに

ている︒はっきりと突き詰

先生で日本文化の﹁ゆるキ

ー マ 字 だ っ た り す る︒﹁ か

そんなパイがあるの？知ら

が な い ﹂﹁ 珍 し い ﹂ と 言 っ

できる︒当然︑うなぎパイ

うことで︑地方企業のまま︑

たりにあってもいい︒

ら︑納得できる︒﹁ shizuka
ni tatazumu tatemononoai
da wo sotto fukinukeru
uminokaze mojikouretoro

に パ イ ﹂ に は﹁ itumo umi
de tanosiku asondeiru bo
kutatiga oisii pieni dai

なかった﹂という人がほと

てもらうためには︑そこら

トリーがあって︑１日に

も買えるし︑静岡県内でし

全国制覇をすることを︑私

ところが日本にあと２か所

だった︒みんな﹁東京で買

んどである︒どこで買える

で買えたらあまり意味がな

万本作っているそうだ︒中

また︑日本中のアンテナ

ァクトリーに行

えるでしょう﹂と思うけれ

かというと︑道の駅である︒

い︒

ゆるパイの経済
効果

空港にはあまりないし︑駅

ど︑まず無い︒地元のお菓

で買えると思っても意外と

浜松にうなぎパイファク

お菓子屋さんに行ってもな

ショップが有楽町︑銀座︑

か買えないＶＳＯＰという

がガラス張りで工場見学が

日本橋にあり︑全国のパイ

真夜中のお菓子もある︒そ
万人の人が観

こに︑年間

ローカルとグロ
ーバル

で︑反対側がし

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）
くらいできるのではないか

『ゆるパイ』から学ぶ土産菓子のヒント

今はうなぎパ

い︒道の駅に行けば２︑３

１︑２種類くらいしかない︒

「ご当地パイ」の 世界

色々な形のパイ

20

を集める時に回ったが︑手

種類ある︒

日本の伝統 × 素材 × 地域 で独自の変化を遂げる
っぽである︒フ

イ に 大 変 身 ︶﹂ と 書 い て あ

ーマに講演を行いました︒

はしていない︒

回デザート・スイーツ＆ベー

日︵水︶〜

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
14

﹃ゆるパイ﹄から学ぶ土産菓子のヒント〜﹂をテ

ビッグサイトで第

14 12

に入ったのは数種類くらい
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日（金）に東京

回デザート・スイーツ＆ベー

日（水）～

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。同展では中山裕介氏（リ
ライズコンサルティング株式会社代表取締役）を
億円のネットショップが実践

すべて一緒だ。

は、ＥＣやｅコマースだが、

つのこと」をテーマに講演を行

講師に迎え「年商
しているたった
いました。

先ず、ネットショップは

ダイレクトメールの通信

どこまでの範囲をいうの
か、人それぞれ定義が違う。
販売は電話やファックス、

の通販。人によっては「紙

んでいるダイレクトメール

１つは「ＤＭ通販」と呼

なる。最近は通信販売でも

文をどう受けるかが違いと

する。受注形態の中で、注

ップはＷＥＢで全てが完結

る。それに対しネットショ

はがきで注文を受け付け

通信販売には大きく２つの

通販」と言ったり、ダイレ

ネットショップだけ実施さ

売り方がある。

クトメールを送ること自体

れている会社も多い。

を 通 販 と 呼 ん で い た り、
様々である。

その①

はない。基本的な事を押さ

％位だ。

になる。では、このショッ

信販売の年商だけで１億円

再来年も同じ、

年後も変

変のルールだ。来年も同じ、

これは原理・原則で、不

ん」と記載すると、これだ

明細書は入っておりませ

ギフトにご利用ください。

典が７個あると入会率は急

ントとなるのは特典で、特

入会率が一番変わるポイ

ない。高い会社は

ンスタしか使っていませ

プの中にどのような原理原

トに入れた後も「安心して

ん」と聞くと、インスタが

のだ。

以前に比べると最近では

気になる。通信販売の本質

として出店した。今期、通

通信販売のセミナーに参加

気になり「最近の若者はイ

かわりにサバを挟んだ商品

される方が少なくなってい

例を見ていきたい。

を開発した方がいた。それ

煮饅があるのだが、角煮の

を通信販売で売りたいと言

ージに移り、ショッピング

欲しい商品を押すと商品ペ

例えば購入の場面では、

いないだろうか。どんなボ

黒くて小さいボタンにして

っこいいから」といって、

れるボタンは、皆さんは「か

ショッピングカートに入

っておらず、自分で入れな

ッピングカートには何も入

出てくる。もともとのショ

きに進むと購入ステップが

た、そこからお支払い手続

けでも購入率が上がる。ま

劇的に上がる。見るとそれ

になった瞬間から入会率は

も同じなのだ。特典が７個

意味を成さない。

激に上がる。５個ではその

う作ったら通販で売れやす

いる。これが重要だ。

おりません」と記載されて

グカートに入れる割合も変

タンにするかでショッピン

と「購入完了するのにいつ

入ステップを入れていない

ければ入らない。ここで購

「会員様限定価格で購入で

００ポイントプレゼント」

ほど大したことはない「５

わらないのである。

カートに入る。そこには「明

い」ということを、なかな

則があるのか。

皆さん、通信販売を一巡

通信販売のホームページ

細書、納品書はお入れして

はそこではないのだ。

して色々頑張ってはみたも

といっても基本的な作り方

る。

模が無い。そういった場合

のの、なかなか思うような

は決まっている。しかし「こ

われても、そもそも市場規

にはメディア等に取り上げ

結果が出ずあきらめたの

ない。それを反映するかの

か守らない。

５個なら３個でも１個で

てもらわないと売るのは非

か、最近は参加が本当に少

皆さんは殆どの方が他店

ように、実際、通信販売で

原理・原則を守る

常に難しい。

と競合している、また既に

利益が出ている会社は５％

き ま す 」「 購 入 ポ イ ン ト で

わる。

市場のある商品を取り扱っ

までかかるのか」と挫折し

たり前のことだ。この当た

良いとされるのは、暖色

り前のことを特典として７

が非常に多い。ここに納品

に入れたけれど買い物をせ

個記載するだけで、別に安

なんとなく「こちらの方

米沢牛はギフトで贈る方

ていると思うので、１億円
も無い。

％以上の会社は

売る事は、実はそれほど難

ずに終わってしまうのだ。

かしこくお買い物」等だが、

いボタンは視認性が良い。

多いショップでは、７割く

売りやポイントを過度に付

そもそも会員になるなら当

言われてみれば当たり前だ

らいが購入の決済完了まで

けるわけではない。

てしまい、かご落ちが発生

る。普通は入っていないの

が、ホームページとなると

到達しないため「頑張れば

する。ショッピングカート

が当たり前と考える。だが

ついデザイン重視で黒くて

あと何ステップでお買い物

系で大きいボタン。暖色系

しかし、あえて記載してい

小さいボタンにしてしま

は購買意欲を喚起し、大き
や策を重ねて、大切な商品

ることが重要なのだ。

う。暖色系で大きいボタン

いショップが多く、殆どの

書や明細書が入っていたら

の情報を少なくしてしまっ

入っていないことはもち

完了」のようなことを記載

ショップは実践していな

間違いなくクレームにな

たりする。

ろん理解しているが、記載

にすると、ショッピングカ

しなければならない。

がかっこいい」等、原理・

店Ａ社は、米沢牛の通信販

しているショップの方が、

これも原理・原則だ。来

ートに入れる割合が上がる。

原則とは、かけ離れた議論

売のショップを運営してい

お客様にとっては、なお安

通信販売で利益を出すこと

視する」が基本的に重要で、

る。実店舗は米沢牛の専門

心なのである。当然のこと

ができていない。

売れていないショップはこ

店ではなく、町の家族経営

しくはない。では、実際に

通信販売を失敗している

れと逆のことをしている。

の焼き肉屋だ。だからとい

１億円売っている会社の事

店に共通する点は決まって

原理・原則を守らず、時流

ショップ内に会員特典が

い。私もセミナーで常々お

例えば山形県にある精肉

いる。

を把握せずに、トレンドに

原理・原則を守り、時流に乗って、
トレンドを無視する

きちんと勉強せずに勝手

伝えしているが、実際に実

こういうルールを知らな

に独自路線を走ってしまっ

並んでいるのは「会員にな

践する方は残念ながら

え、しっかりと実践してい

年「青が流行りました」と

って欲しい」ということだ。

ただけばいい。

いうことはない。ずっと暖

本日はネットショップで

でも記載しているかいない

色系なのだ。

１億円売るためにしなけれ

って「町の焼き肉屋さんで

かで購入率に影響を与え

もう１つが、ネットショ

ばかり振り回されてしまう

る。逆に言うならば、記載

ップだ。これも色々な言い

ているからだ。この一言に

す」というショップを作っ

以前、長崎県にある角煮

マーケットはある。

どんな商品でも１億円の

ても売れないので、普通の

するだけで購入率が上がる

ップは会員が

％程度しか

日、おもてなし

ない。Ａ社は家族経営で、

沼佐千子氏（印象エキスパ

ー・金沢市

石川県地場産業振興センタ

め の ～」、 講 師・ 中 村 恒 美

ただ、３年後は「カタロ

近くにあるパッケージプラ

ー ト ㈱ 代 表 取 締 役 ）、 茨 城

月

グギフトが良い」と言って

県職業人材センター、水戸

習会、講師・新澤貴之

氏（ 菓 匠 庵 白 穂 ）、 カ リ ョ

ー講習会場、福井市

月６日、新食品表示

産 規 格 部 規 格 グ ル ー プ ）、

うきうきスイーツフェ

月

日、製菓技術講

スタ、ゆめタウン徳島、板

野郡

習会、講師・レオン自

動機㈱、㈱林原、富山県食

日、講習会「今

品研究所、富山市

月

から始めるＨＡＣＣＰ

講習会～お菓子屋さんのた

口市

日、県産米粉を

山口調理製菓専門学校、山

（㈲お菓子のピエロ店主）、

習会、講師・大日田哲男氏

使った洋菓子の技術講

月

氏（ＨＡＣＣＰ審査委員）、
もう１つ、商売根性が強

ザで材料を購入し自作して

「 食 の 市 」、 新 宿 西 口 広 場

について、講師・小池

東京味わいフェスタ、東京

㈱寺岡精工大阪支社ビル５

正城氏（㈱寺岡精工知的財

駅丸の内仲通り～行幸通

階、吹田市

市

いるので誰でも出来る。

うっかり申し込みを忘れて

イベントコーナー、新宿区

月５日、菓子技術講

次号に続く。

いるかは分からない。時流

ある。また、カタログギフ

ハンバーグと焼肉としゃぶ

しまうことがあるのだ。こ

これらは時流で、誰もが

り、千代田区

日、徳島

は移り変わっていくもので

例えば、すき焼き用の肩

ことである。カタログを贈

しゃぶの在庫があるなら、

れは半端ではない粗利率だ。

実践したら普通になってし

日～

い方に良いのは、実際の注
た側もその店の中のしゃぶ

ロースの在庫が少なければ

現在、このスタイルのカ

それを入れ、在庫が少ない

まうので、実践するなら今

月

文が思っている以上に無い

トは制作代だけでリスクは

、

肉は扱わず、米沢牛専門店

を挟んだ中華饅のような角

しまうのだ。

10
ことが出来るのである。

分厚いカタログギフトの

しゃぶか焼肉か、すき焼き

タログギフトがとても流行

すき焼き用の肩ロースは抜

これが可能になると、米

接客講習会、講師・柳

20
ダーメイド感もあり、貰っ

後に出てきたのが、体験型

った段階で代金をいただい

なくなってしまう。

％程度だ。
が流行ってい
Facebook

実はそれほど難しいことで

Ａ社のようなショップの

理由としては、総合的な

会員になる割合が低いショ
が
Facebook

すぐするべきだ。

ばならないことをお話しす

「

のだ。

る」と聞けば

売ることが出来るし、在庫

方がある。以前はオンライ

「 原 理・ 原 則 を 守 り、 時

尽きる。

流に乗って、トレンドを無

品の在庫調整をしながら、

調整ができる。

１億円売ること自体は、

カタログギフトだ。

数ある商品の中からカタロ

る。

店までは贈り側が決定し

グギフトとなる商品を選ぶ

ンショップと言う方が多か
ったし、別にネット通販と

これでは贈る側も、貰う

ているので、ある程度オー

て、すぐに皆さんの業績が
分厚いカタログギフトはも

また、ショッピングカー

カタログギフトが、現在と

側もお互いにありがたみが

上がるもので、オススメは

う飽きてしまったからだろ

ているが、実際には何％か

に追われ忙しく、なかなか

っている。

沢牛１頭をうまくきれいに

26

言う方もいた。最近多いの

70

ても流行っているのだ。

カタログギフトである。

カタログギフトからは抜い

行事予定

月４日～５日、東京

消化できない。結局せっか

都産加工食品展示即売

くのギフトも使わずに終わ

トの更に良い点は冊子にな

ショップ側がその時の商

っていないところだ。

10

時流に乗る

10

•••••••••••••••••••
ておけば良い。カタログで

の確率で注文が無いことが

を自分で決めることが出来

は「１万円コースのカタロ

ある。なぜかというと、カ

パックとか、缶ジュース詰

ってしまう。

タログギフトを貰った方が

め合わせとか、分厚いペー

そんな中、出てきたのが、

グです」と記載しておけば、

原理・原則を守り「贈り

ジを何度も見るのは面倒な

店まで決定している個店の

側にあるのだ。

すなわち選択権は貰った

る。
きます」「乗馬ができます」

「スカイダイビングがで

て楽しいのは最初だけで、

これはこれで問題がある。

のカタログギフトだ。

最後の方は飽きてしまい苦

分厚いカタログを見てい

う。

とは違う。先程お話しした

痛になる。

物 の 悩 み は こ れ で 解 決 」、

ので、とりあえず保存出来

月６日～８日、第４回

「ご注文されたお客様もお

たり、無難な商品を選んで

また、このカタログギフ

届け先様も送料はかかりま

いておく。

せん」と記載している。

現代人は仕事や日常生活

山形県の精肉店Ａ社では一

30

22

食品業界で流行ってい

中山 裕介 氏（リライズコンサルティング株式会社代表取締役）

番の売れ筋は肉ではなく、

茨城

徳島

山口

宛名・住所のご確認
をお願いします。
菓子工業新聞送付
先の住所・宛名等が、
現在の表記と異なり
ましたら、都道府県
菓子工業組合へお知
らせください。

カタログギフトといって

95

のこと

3つ
たった

14 12
1

3

も、普通のカタログギフト

ネットショップが実践している
の

1億円

年商

14

後ろの頁の方のカレー

11

20

24

26

カタログギフトだ。

10

10

10

10

10

10

10

福井

大阪

東京

10

富山

石川
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バター⁝⁝⁝⁝⁝１１０ｇ

Ａ．抹茶生地

３・５㎝︶４本分

パウンド型︵

日本菓子専門学校

抹茶とマロンの
バターケーキ
︻配合︼

5

グラニュー糖⁝⁝１３０ｇ

︿Ａ﹀
約

１７０〜１８０℃

ｇ

ｇ

ｇ

ベーキングパウダーをあわ

③ふるった薄力粉︑抹茶︑

②液卵を加える︒

食塩を加える︒

︿Ｂ﹀

ル︑栗を飾る︒
※コツとポイント

を加えるとしまりやすいの

Ａの生地はチョコレート

型からはずし︑あら熱が
で︑材料が冷えていないよ

うにする︒

底になるＡの生地は焼き

色がつきやすいので鉄板を
２重にすると良い︒

か﹂と思ったそうです︒

バームクーヘンは︑１回

焼くのに約２００個以上も

の鶏卵を使用します︒深作

農園では︑恵まれた自然や

水︑空気でストレスなくの

びのびと育った﹁ボリスブ

ラウン﹂という赤玉鶏の王

る︒

る︑日本でも屈指の農業が

などで日本一の生産量を誇

さつまいも︑水菜︑ごぼう

茨城県鉾田市は︑メロン︑

品を模索していたところ

笑顔になるオリジナルの商

活かした美味しくて思わず

が︑これら農園の特産品を

として栽培しております

﹁農家が作った本当に美味

んでくれるはず﹂そう考え

ンを作ったら︑みんなが喜

にこだわったバームクーヘ

を使い︑原材料から徹底的

なく自社農園の自慢の素材

し て い ま す︒﹁ 卵 だ け で は

者と言われる鶏の卵を使用

ｇ
③液卵を加え︑ふるった薄

﹁バームクーヘン﹂と出会

ファームクーヘンフカサク

こだわりのバームクーヘン

農家だからこそできる

素材の良さを知り尽くした



とれたら︑グラスロワイヤ

︻仕上げ︼

分

①やわらかくしたバターに

ｇ

グラニュー糖をすり混ぜ︑

液卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝１００ｇ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ホワイトチョコレート

薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
抹茶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
抹茶リキュール⁝⁝⁝

④抹茶リキュール︑溶かし

せる︒

たホワイトチョコレートを

ベーキングパウダー
⁝⁝⁝⁝０・８ｇ

①やわらかくしたバターに
グラニュー糖をすり混ぜる︒

ｇ

②さらに︑トリモリン︑ハ

ｇ

あわせる︒

食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝０・８ｇ
Ｂ．プレーン生地
バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

トリモリン⁝⁝⁝⁝⁝７ｇ

チミツ︑シナモンを合わせ

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

ｇ

ハチミツ⁝⁝⁝⁝⁝⁝７ｇ
液卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

力粉︑ベーキングパウダー

盛んな市です︒深作農園は︑

いました︒

⁝⁝⁝⁝２・４ｇ

ベーキングパウダー

をあわせる︒

この土地で６世代に渡り︑

か︑お客様自身の目で確認

どのように製造しているの

しいバームクーヘン専門店

卵を一つ一つ手で割るこ

していただけます︒安心・

バームクーヘンとの出会

とから箱に入れるまで︑一

安全とは︑まず見えること

当農園は農作物や︑メロ

ることができます︒これは

環して店舗内で丁寧に作業

を作る﹂という理念のもと

美味しいバームクーヘンを

を行っています︒それを実

﹁農家が作るバームクーヘ

作るためにとても大きなメ

いは︑農業の合間の休憩時

ン専門店﹂の店舗建設に至

リットでした︒メロンやイ

間︑女性スタッフがバーム

農業を営んでおります︒

型にＡを絞り︑粗刻みの
栗をちらし︑Ｂを絞る︒
︻焼成︼

クーヘンを食べており︑と

りました︒

ンやイチゴなどの果物を主

︻組み立て︼

シナモン⁝⁝⁝⁝０・６ｇ
Ｃ．仕上げ・その他
栗甘露煮⁝⁝⁝⁝２００ｇ
グラスロワイヤル⁝⁝適量
︻仕込工程︼

30



ても美味しく︑みんなが喜

見て選んだ安全・安心・高

産地です︒自分たちの目で

茨城県は鶏卵が日本一の

状態で使うことができます︒

意できるため︑最も新鮮な

チゴなども自家農園内で用

り︑どのような工程を経て︑

ープンキッチン型にこだわ

際に見ていただくため︑オ

園ではイチゴ狩りやメロン

考え︑その想いもあり当農

から始まるのではないかと

んで食べていたのです︒そ
の時﹁農園の農作物を原材

品質な﹁たまご﹂を使用す

木内政和

甲信越ブロック長・

全菓連青年部関東

した︒

誠に有難うございま

さんの取材ご協力︑

最後に︑深作農園

し上がりください︒

ンを是非一度︑お召

けするバームクーヘ

自信を持ってお届

ます︒

させていただいてい

農場をお客様へ開放

狩りなど︑すべての

料に使えば最高のバームク

電話：０２９１―３５―５８７０

10 10 60 85
65 90
80 72

話 ０３−３４００−８９０１
電

ーヘンが作れるのではない

茨城県鉾田市台濁沢３７１―２

店 舗
データ

ファームクーヘンフカサク

抹茶とマロンのバターケーキ

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。

ＦＡＸ ０３−３４０７−５４８６
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（毎月 15 日発行）
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