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

同封のリーフレットはお客様をはじめ︑皆様に差し上げて下さい︒

事務局連絡報告会を開催

価格はやや高値 加工用米
全菓連

今後の見通しだが︑

年

スでは︑需給の緩みが生じ
○

年以降について

年以降

だが︑今後も需給が締まっ

価格の上下幅は作柄次第

国が支援を行うことも変わ

い︒新しい取組みに対し︑
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らない︒ただ︑加工用米の

る状況ではない︒

年の生産量は７３５万㌧が

格水準を維持し︑安定を図

６月末の民間在庫量は１９

生産数量目標配分だが︑最
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償的な所がなくなるという

は無くなり︑生産者から報

ついて︑

複数年契約の産地交付金に
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年産に向けての
○水田活用米穀について

食品市場が成長している背

ば よ い の か 悩 ん で い る。
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年
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った。成約の結果、現在の
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数量は
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年
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向けて、できるだけ食卓に
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めた契約をする取り組みを

㌧と公表されており、この

産加工用もち米が５万９千

ている。要因として、

契約を進めていきたい。年

年間契約やスポット契約で
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用米の確保に苦戦したが、
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対する産地交付金の支援は

万９千㌧で、
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提示が８万４千㌧あった

る。ＭＡ米をすすめないわ

が、成約は５万４千㌧で例

年に比べると成約率が低か

生産提案型の進め方に変え

米以外の転作品目を総称

○もち米

て行きたいと考えている。

し、水田を活用して作った

っているという認識がある

定的に原料調達することが

量目標は無くなるが、各地

が、思うように確保できず、

ので、加工用米の安定取引

売り上げを伸ばす条件にな

域で自分たちはどれだけお
て加工用米を増産する動き

実需者の必要量の注文に対

集荷の時に支払う価格を上

けではないが、今後の安定

米として、水田活用米穀と

や加工用もち米を生産する

げる伝言を産地へ発信した

的供給の為には、継続的な
米を作っていくべきか、と

動き、逆に加工用米をやめ

年産は、備蓄米を止め

されている。
加工用米の調達を検討いた
言っている。水田活用米穀

○加工用米の生産動向

○ＭＡ米の状況

は、概ね加工用米、飼料用

全菓連事務局連絡報告会より
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年産は５万４

万３千㌧、

産に比べ２万４千㌧、

て別の米を作ろうとする動

いる。

米、備蓄米で、米による転

年産は４万３千㌧

年にかけては、飼料

った。先ずは加工用米で複

また、国産の主食米の平

されていた

ａ当たり７千

産調整が達成した人に交付

配分が無くなることと、生

行政による生産数量目標の

無くなるものが２点ある。

みると、価格が

である。主食用米の状況を

ので品質面での状況が不安

が、その後、曇天が続いた

みないしやや良とでている

た段階では、総じて平年並

種、飼料用米専用品種で作

米の部分で多収性専用品

っている点がある。飼料用

年以降、質的に変わ

ースでは増加しているが、

とみている。また、数量ベ

は面積ベースで達成される

から

日本では加工用米が少し増

きが広がったと考える。東

ロップサイレージを作る動

方で、麦・大豆・ホールク

ブが一段下がったという見

工用米を作るインセンティ

が無くなることにより、加

年契約に対する産地交付金

ていると感じている。複数

バランスが取れるようにす

○需要動向

がら進める。

米で対応して、生産調整を

超過する分について飼料用

優先して作り、その需要を

し、輸出用米や米粉用米を

るという部分に対してで、

ば、これくらいの所得にな

で取引している。

約で、事前に契約をする形

いても半数程度は複数年契

無くなったが、

年産にお

らしてきたが、米でなけれ

必要もある。生産数量は減

総水田面積を維持していく

供給が一義的にある。また、

響もあって、

１万１千㌧位増えている影

数字は過去最高で前年より

複数年契約をしていくな

を確保すること。二つ目は、

再生産可能な農家の手取り

を減退させないこと、かつ

一つは生産現場の生産意欲

考え方のポイントがあり、

り、今年は

間契約は年２回行ってお

残っている物があるので、

均価格が毎年約千円上がっ

５百円の「米の直接支払交

年産の価格は若干上昇す

年と上昇しているなかで、

る比率が上がっている。

るのが、いま行っている方

他の作物、麦や大豆、飼料

ば作れない地域もあるの

か、価格が乱高下すればう

全農でも、先の年産を含

っては、さらに増えると聞

前年並みの数量ができた。

数年契約分を絶対に確保

年産に

なかった。各県の米穀担当

考えて米作りをしていく雰

部長の会議では、

年

年３月末のもち米検査

ながら、何が一番良いのか、

ＲＹを比べると加工

ＭＡ米の状況だが、
Ｙと
用米の販売が実績として増

きもあった。その中で加工

千㌧、

年

で推移している。

作がなされているが、

産に比べて４万８千㌧増え

囲気になっている。

て、生産が過剰気味になっ

○主食用米の状況

○複数年契約

○原材料米穀を取り巻く動

も良かったので、発生割合

ただ、西日本の産地は、加

年

年産につ

工用米の生産意欲が低下し

年度産の

付金」が無くなる。それ以

年産では

産現場で加工用米を作って

作物、飼料用米を作った時

で、米転作を維持しながら

まくいかなくなるので、毎

用米が増えた。

いている。ただ、過去を振
いては、まだ公表されてい

主食用米の需給動向は、

が少なく特米業者の方は苦

ないが、構成比は変わらな

労した。

安い価格帯を求めるユーザ

外の政策的枠組みは、それ

る傾向にある。米価全体の

いたが、その割合がもう一

くれない話なので、確保の

法である。その年により作

の差額分について、ある程

水田の機能を維持していく

の台風や大雨の被害が各地

ーは、ＳＢＳに調達が向い

ていくなかで、

年度

年度分は７万ト

価格の状況は、若干底上げ

て頂き、我々も販売を頑張

柄や品質などの要素で価格

度、交付金額を決定してか

ため、飼料用米も重要な要

、

年産の状況

◎神明アグリからの説明
○
年産は加工用米等の契

万トンのＳＢＳ

・

％で作付されて

年産以降、需要に応

㌧の検査数量になった。一

うべきと思っており、契約

じた生産に重きを置いて行

向けては、生産現場は悩ん

な状況で、作付自体が多少

栽培で契約したものを確実

年産に

年産で過剰

でいる。生産調整の枠組み

に皆様へ提供することを中

年産は、

行い、水田営農への継続を

減っているなか、作況は８

方

していく方向性を確認しな

が変わり、生産数量目標が

年

えると見ており、全体とし

化のニーズが広がり、冷凍

変化があり、個食化・即食

ている。それから食生活の

主食用米の価格が上がっ

ので、生産現場で何を作れ

飼料用米、輸出用米もある

用米、米粉用米、備蓄米、

作品目も増えている。加工

育への影響が懸念される。

８月以降の曇天で水稲の生

平年並みまたはやや良で、

は平年並み、東北、九州は

産を行いたい。

が、それに基づいて適宜生

を各需要者より頂いている

産は、需要動向調査の報告

心に行っていきたい。

月

日時点で北海道、北陸

無くなる一方、米による転

年産は飼料用米が増えて

ては、前年並みと見ている。

についても、当初から上が

しないとわからない。特米

生は去年より多いかは収穫

量を抑えているが、最終発

る動向になる。今年は全体

量が落ちると、価格は上が

ので、来年の７、８月、買

う買わないという面がある

移すると思う。消費者が買

ているので、その状況で推

００～１０００円位上がっ

価格動向は、去年より８

米はたくさん作られてお

イナスではないか。飼料用

費拡大の方向からするとマ

りを多くしたいとある。消

価格を上げ、生産者の手取

農水省は、生産量を抑えて

補助金ができたと思うが、

産米の使用を推奨していた

また、加工用米を含め国

い面がでてくる。

となると、使う側には難し

工用米の価格を上げていく

位になる。それに加えて加

にすれば、１俵１万３千円

次的に進めている考え方で

ンスを取っていくのが第一

ことはしない。需給のバラ

方として、価格を誘導する

る。国の政策の基本的考え

安定を図ることになってい

ては、法律が需給・価格の

る必要があるので、ある程

潰れていく。一次産業を守

準での取引をすると農家が

生産の経費を割るような水

方、生産者側からすれば、

価格の安定を図りたい。一

準と言われる範囲の中で、

安い水準である。コストの

給をしても、品代が非常に

国産の飼料用米としての供

水準になっている理由は、

も入るかもしれない。高い

万５千円、そこに他の助成

うと、収量に応じて最高

約で安定的な取引を進めて

のどの品目でも、複数年契

ているので、主食用米以外

くなっていく現実に直面し

幅に減り、米作りができな

がると翌年以降、需要が大

全農からの回答：価格が上

因になっている。

準にする。この三つを基本

要を消失させない価格の水

んでいないので、国産の需

工用米の需要が減るのは望

りＭＡ米にシフトして、加

く。三つめは、価格が上が

保できるような形にしてい

年の取引価格の連続性を担

えると、

る予想以上の価格になって

関係も、発生量は去年より

削減を今後、進めていけば、

いる。

年産

また、米があまったら価

度の価格水準の維持が必要

高騰した。引き続き

格が下落する。どこかの段

年産の価格は、市

的な考え方に据えて、かつ

ある。

競合他社に負けない価格を

が、実需者は価格で判断す

いる。実需者の方々は、毎

り、 万㌧近くいっている。

年安定的な数量、品質、適

った卸の中でどう処分され

先々見直しができるかもし

多いのか、また、価格的な

れないが、現状では単価が

階で、安定的な価格を早く

飼料用米の補助金が高い

である。

考えるのが、難しい点であ

場の取引で決まるので、今
い。

切な価格で調達したいとい

る。

年の水準が安いから来年上

日

安い。畜産側からは、国産

う思いに応えていきたい。

る。生産者も手取りが多い

年産は、８月

と言う話だが、この交付額

また、価格を設定する際の

げるために需給を絞るので
助金が

今後、生産量を安定させる

ると８～９万円出ている。

思う。飼料用米の場合、補
産地と交渉する。農家もど

る。 年産以降については、

の原料を使いたいと言うニ

方で判断していると思う。

ある。

年産の主食等全般的で

の米を作るかを選ぶものが

10

の段階の作況は、６月の低

は、最終の作況指数で動向

は米の生産ベースで、約
が変わるが、大きく価格が

ａあたり米の生産をすれ

温と８月の東日本の天候の

はなく、需要量に対する過

影響で平年並みは無理かと

剰な供給をしないように、

29
のか、消費を増やすのかど

ーズもあるので、安定的な

７５０万㌧と合わせると８

◎質疑応答より

10

いと推測している。

ており、

ほど変わることはない。こ

されている雰囲気である。

りたい。

ためには他を考えると特定

の上下はあるが、結果とし

らという形である。今の水

点での農水省から公表され

先日の台風では、東北の太

ン程度販売された。

ういう伝言を農水省が前広

増えているが、加工用米の

米穀やＳＢＳ、ＭＡ米もや

て需給のバランスがとれ

準で、例えば飼料用米で言

策に関してはツールとして

平洋側の産地の一部で被害

産では、

に出しているので、生産現

要望は多いので、確保して

らざるを得ない。これを踏

て、民間在庫量も極端に積

その分国産の需要の減少に

が出たが、それ以外の産地

枠がほぼ埋まるという見込

下がることは考えられな

これに産地交付金などを加

まえて、生産現場がどう考

み上ることがなく、適切水

月に実施した

で収量は確保できても、長

みもあり、国産の主食用米

い。ある程度値段が上がっ

頂くように全農にも努力し

万円位でている

えるか。

い。

雨と日照不足で品質的に劣

いう話が多い。茨城や栃木

たまま、推移すると思われ

のではないか。単純計算す

万

る懸念がある。そうすると

あたりは田も潤って見える

る。また、消費の減少があ

ると、契約して、飼料用米

年産は

主食用等の品質が劣る心配

が、中に入って見ると不稔

るので、国内で食べてもら

質問：米の消費拡大を前提

30

年と３年連続、生産調整

があるが、特米の発生割合

が多く、刈り取ってみない

わないと消費も増えない。

に、加工用米、飼料用米の

心配が無いと聞いている。

は高くなるという見方がな

と分からない。市場では値

人口も減るので、食育を考

24

００万㌧で、不足しないと

、

約も終わり、収量・納品の
段が徐々に上昇している。

えないといけないと思って

28

28

29

30

るかになる。ただ、主食米

、

段階になっている。米全体
加工用米の契約について

28

29
27

が上がるとくず米も上が

年産以降は、主食米の数

30

28

29

15

27

面も収穫しないとわからな

状況であったので、価格も

28

26

26

見つけていく努力が必要で

29

43

13

29

28
10

29

ちらに重点を置くのか。生

50

10

10

29

10

ａあたり、平均す

30

29
15

30
29

29

いる。

は、 年産は完了している。

で発生していたが、限定的

29

で言えば、主食米について

つながる。

から

向

◎全農からの説明

だければと思っている。

Ｒ

29

日時

年の価格によ

29

締まっている見方が継続し

えている。

30

○特定米穀について
特定米穀について、平成

29

ている。作柄は８月

26 27

28

は、若干足りない雰囲気の

な被害等を除けば、さほど

年産になったからとい

31

31

23

28

っても、突然大きく政策が

30

29

変わるわけではない。米政

年度産は比較的作柄

30

り返ると決して高い水準で

、

27

はない。ＭＡ米が増えれば、

29

年は、早い段階

26

28

農水省からの回答：国とし

29

28

28
29

27

15

29

30

27
28 28
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が進めているＨＡＣＣＰに

いこと。また、厚生労働省

入事業者以外には販売しな

０１７でのお菓子提供など

世界遺産姫路城マラソン２

他、神戸マラソン２０１６、

・姫路おもてなし」をした

人観光客を対象に「城菓町

県での開催でもあり若い人

どうか懸念したが、お隣の

ついては審査出品があるか

菓奉献祭を実施、菓子博に

昨年度は４月の橘本神社春

取 り 組 み を 実 施（ 滋 賀 ）、

ｎｉ菓子博を開催する等の

会（

名 受 講 ）、

名 受 講 ）、 ９ 月 食 品

昨年度は７月食品衛生講習

る と 考 え て い る（ 奈 良 ）、

保方策を検討する必要があ

いており組合の運営費の確

等による組合員の減少が続

もらっている、後継者不足

県庁に理解があり支援して

を実施、菓子博については

進めている。なお、和生菓

式典を開催するべく準備を

えるので、来年１月に記念

今年度組合創立

（

３月食品表示制度講習会

乳酸菌勉強会（

研 修 会（

９月菓子原材料（小麦粉）

三重菓子博への参加の他、

議が大阪市において開催さ
れました。

表 示 講 習 会（

名出席）、

周年を迎

名出席）を実施、また

子組合の青年部が第８回和

製菓技術講習会（

次いで、三重菓子博の報

部と相談している（大阪）。

点を出品することが

菓子甲子園を実施、今後の

を実施、また青年部が府内

告と各組合の協力に対する

嶋真輝氏（㈱島村工場長）、

後、懇親会が行われました。

日、和菓子製造

月６日～７日、視察親睦

月 ３ 日 ～ ４ 日、「 ふ

るさとの食・にっぽん

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。

（リコール費用担保特約）

（オプション）

5.リコール（回収）費用保険

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。

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。

16-T24464

日には外国

より衛生管理の制度化につ

の 活 動 を 実 施（ 兵 庫 ）、 組

たちに参加の声をかけ、何

月洋菓子製菓技術講習会

在り方について全菓連青年

賞が５本、大会賞が３本と

の学校を回り菓子教室を実

菓子つくりホール、松江市

手引きを厚労省とも相談し

の食」東京フェスティバル、

回東

ＮＨＫ放送センター正面玄

日、第

※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。）

・

全日本菓子協会を中心に

いては、小規模事業者にも

合主体で新しい土産物を作

とか

名参加）

名 参 加 ）、 ２ 月 和 菓 子

いう予想外の好成績を収め

施、菓子博については京都

（

ることができ、受賞者は勿

し て い る（ 全 菓 連 ）、 リ ン

ラバラだったが、今年から

ながら菓子業界として検討

日～

関前、渋谷区
月

京都食育フェア、代々木公

園ケヤキ並木通、渋谷区

日、第

◇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◇

今年３月

関係団体で検討を進めてい

対応できるよう一般衛生管

ろうと昨年「滋賀みやげも

工業組合白松理事長の歓迎

和菓子協会、洋菓子協会の

•••••••••••••••••••

日、和洋菓子研

日～

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

子協会加入企業、団体の加

る栄養成分表示の義務化に

理を中心としたＢ基準に基

ん開発プロジェクト」を立
できた。審査の結果は、名

理事長の挨拶、

開
催

向けた計算ソフトの開発

づく衛生管理計画作成の手

ち上げ、６回にわたり検討
誉総裁賞が２点を含め機関

全菓連近畿ブロック会議

開催県である大阪府菓子

（全日本菓子協会専用ソフ

引き書の作成について、厚

日には

名 出 席 ）、 ２ 月

工業組合野村理事長の歓迎

ト）について、今年中には

を進め、今年２月

回銘

挨拶、ブロック幹事長であ

販売予約のパンフレットを
生労働省とも内々協議しな

滋賀のみやげもんとして滋

季例大祭に合わせ第

る奈良県菓子工業組合福岡

がら菓子業界として検討を

月（義務化の１年半前）

付、製品の発送は平成

告しました。

理事長の挨拶、全菓連齊藤
配布し、年明けから注文受

進めていること。

９月８日近畿ブロック会

名の出席
年

者紹介の後議事に入りまし
た。
賀特産の羽二重餅を原料と

論関係者一同非常に喜んで

次いで各府県から以下の
した「湖のもち」をプレス

を目途に進めており、販売

発表した。この他、高速道

全菓連近況報告について

月に工

代金は通常の同種のソフト

ゴの県産品種を使った菓子

月に

い合わせ窓口が全国一本に

昨年度は５月と

の価格が約４万円／１枚の

近況報告が行われました。

は、中・四国ブロック（菓

お礼の挨拶が岡会長及び濱

子 工 業 新 聞 ７ 月 号 所 収 ）、

府出品会を組織して対応、

芸菓子技術講習会、

い る（ 和 歌 山 ）、 昨 年 度 は

ところ１万円台の前半程度

路のサービスエリアにおけ

九州ブロック、中部ブロッ

田実行委員長よりありまし

月には草津市で滋賀県ｍｉ

まとめられており、後日改

る販路開拓事業を４回、

にしすぎると魅力もなくな

月２

～６日姫路菓子祭り開催、

るので、既存施設を活用し

祭、

た。

技術講習会を実施、

現在三重菓子博の記念誌を

で販売できる予定であるこ

製 作 中（ 京 都 ）、 昨 年 度 は

と、本ソフトは、全日本菓

月に大神神社献菓祭

ク（同８月号所収）での報

４月に林神社まんじゅう

告に加え、以下の状況を報

いとすることが確認された

旨報告されました。

を作ろうと取り組んでいる

催

めて連絡する（栄養成分計

開

てやる方向で、また、組合

月

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

東北・北海道ブロック会議
各県からの報告等は、各

日東北・北海道ブ

水利仲氏（御菓子司両口屋

長及び濱田実行委員長より

９月

次年度開催地を札幌と

菓 匠 ）、 株 式 会 社 斎 藤 商 会

技術講習会、講師・清

し、会議を終了しました。

（宮城）。

その後会場を別室に移

算ソフトについては、近畿

菓 連 ）、 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ の 義 務

し、菓子博の東北・北海道

旅行、株式会社栗庵風味堂

ブ ロ ッ ク の 記 事 参 照 ）（ 全

化と全菓連としての対応を

ブロックの設営に尽力して

（長野県小布施町）

員に早めに情報提供し、前

にすることも必要。ブロッ

聞 き た い（ 福 島 ）、 小 規 模

いただいた㈱フジヤ仙台支

向きに取り組みできるよう

クの事務局間の意思疎通を

事業者にも対応可能な一般

店長に感謝状を贈呈した

組合とも後継者不足等によ

図るために、ブロック会議

衛生管理を中心とした衛生

る組合員の減少とその対策
に苦慮していることのほか

に合わせて事務局会議を開

管理計画（Ｂ基準）作成の

三重菓子博の報告と各組合

和洋を問わず経営者はす

概略以下のとおりでした。

催したらどうか（北海道）、

の協力に対するお礼の挨拶

次に、全体会議に先立っ

べて工業組合に入ろうとい

これまで和、洋、パンでバ

ロック会議が仙台市におい

て行われた理事長会議の報

うことで取り組んでいる。

て開催されました。

告が行われ、全菓連からブ

洋菓子協会は技術指導、学
校関係、経営関係は組合と

会長も組合の役員になり、

が行われました。

挨拶、全菓連齊藤理事長の

ロックに対する助成金につ

開催県である宮城県菓子

挨拶、ブロック幹事長であ

いては、４年前の会議で各

いう役割分担をし、新年会

事業計画も相談しながらや

鹿児島市
月

究会、講師・レオン自

津営業所、津市

名の出席
年のブロック会議で使うの

も合同で開催するととも

日、和菓子技術

行事予定
月

講習会、講師・池田尚

月

回みやざきお菓子まつ

日、和菓子講習

り、宮交シティ、宮崎市
月

会、講師・岩佐洋一氏

（ 日 本 菓 子 専 門 学 校 ）、 サ

トー商会郡山営業所、郡山
市

☎03-5781-6577

東京都港区南青山 5-12-4

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。

☎03-3400-8901

東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社／〒108-6111

－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。

三重

る北海道菓子工業組合長沼

ではなく、菓子博に備えた

に、事務局も同居した。次

理事長の挨拶、

共有資金として扱うことが

者紹介の後議事に入りまし

決定され、今回の菓子博に

っていくこととしている

内容でした。

た。
全菓連近況報告について

回の菓子博は関東以北でや

（ 岩 手 ）、 栄 養 成 分 表 示 の

年度

10

校 和 菓 子 科 教 師 ）、 丸 菱、

は、近畿ブロック会議と同

もその趣旨で使用された。

れたらと思う。コンパクト

取り組みについて計算ソフ

今後も引き続き同じ取り扱

え がお

日、愛顔

動機㈱・㈱林原、富山食品

日～

志氏（㈲福一取締役社長）、

松山市
月

技術講習会、講師・仲

日、平成

（ 愛 媛 県 総 合 運 動 公 園 ）、

ひめ国体会場みきゃん広場

つなぐえひめ大会、え

月

トの進捗状況及び消費税の

日、全国もち

研究所、富山市
日～

マイスター日の本、盛岡市
月

軽減税率導入関係の助成金
について説明してもらいた

サミット、一関文化センタ

回菓子

い（ 秋 田 ）、 消 費 税 関 係 の

日、第

ー、一関市

技術講習会、講師・羽

月

複数税率対応受発注システ
ム、レジスターの導入、改
修費用に対する助成につい

鳥誠氏（日本菓業振興会副

12

次いで、三重菓子博岡会

回全国菓子大博覧会・兵庫

菓子博で授与された褒賞の商品への表示例

第

○○○○ 賞受賞

会長・学校法人東京製菓学

12

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。

50

31

12
11

14

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

11

4. 施設賠償責任保険

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。

10
11

11

東京
11

（オプション）

45

50

95

16

ては、以前菓子工業新聞に

29

（オプション）

10

15

も載せたことがあるが、問

30

11

24

28

29

（食中毒利益担保特約）

83

56

10
10
10

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

36

富山

愛媛

島根

＋

2. 初期対応費用担保特約

20

52
35

11

18

12
19

宮崎

10

11

10

福島

岩手

11
鹿児島

1. 生産物賠償責任〈PL〉
保険（基本加入）

制度の概要

10
11 10

48

30

10
12

10

10

31
32

● 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）

11
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（３） 平成29年10月15日

かった。寝苦しい夜は新聞

とにかく宮崎の八月は暑

からだった。プレゼントを

になったのは、そんな思い

無料でプレゼントするよう

ら、一歳の誕生日ケーキを

ついた。詔治さんは「やり

プレゼントすることを思い

め、一歳の誕生日ケーキを

自身に幼い子どもがいたた

たいと考えた遠武さんは、

店として地域へ恩返しがし

明治時代に創業した菓子

ている。

八百人ほどのケーキを贈っ

がり、現在は二店舗で年間

住する。口コミで評判が広

を置く鹿児島県曽於市に居

大半は同市や三股町、支店

ているが、受け取るひとの

居住地に関係なく受け付け

かりとした会社づくりをめ

になられ、これからもしっ

在、お父様もすっかり元気

いでいるとのことです。現

地域文化の継承にも力を注

い事の意味や伝統を伝え、

う会」にも加盟されてお祝

つくる「子どもの成長を祝

写真、呉服、美容関係）で

内の事業所五社（記念品、

思います。

の輪がさらに広がることと

からも多くの人に届き幸せ

温かな誕生日ケーキがこれ

幸せのおすそわけという

と締めくくられました。

育てをしていってほしい」

族の絆を強め、みんなで子

会が少なくなっている。家

み、大勢で祝い事をする機

祖先に最敬礼しお客

続いて頑張ってきた

ました。そして代々

史に畏怖の念を抱き

るのを体感しその歴

客様も代々続いてい

今は家内の従兄弟

を思い出します。

様皆様に感謝したの

頂いているのにはお

が届く朝が待ち遠しい。な

続けることができるのか。
―後略―

にあたる工場長が

年前から共に汗を流

して精進し、二人三

造し販売致しております錦

１７０年間、羽二重餅を製

て福井市内で毎日このかた

年 ）、 羽 二 重 餅 の 元 祖 と し

創業弘化四年（１８４７

い仕事にしか思えませんで

規模が小さく全くつまらな

た当初の印象は扱う金額の

ました。弊店に転職してき

リーマンの営業をしており

ち、大手企業に入社しサラ

はサラリーマン家庭で育

そんな事を思ったりしな

のか」。

面白みを見つけられないも

え途方にくれながら「何か

た。自分で決めた道とはい

グの嵐。毎日が刺激的でし

がアクシデントやハプニン

サラリーマンの営業は毎日

の繰り返し。それに比べて

して朝起きたらまた同じ事

ならない。福井人にありが

から同じ事を繰り返さねば

をお客様は求めている。だ

ても同じ形で同じ味のもの

か。いつ食べてもいつ買っ

んで同じ事を繰り返すの

た製品が出来てしまう。な

っとした事でちょっと違っ

違いに気付きました。ちょ

普段の製品のちょっとした

日、製造をしている最中に

１７０年間、代々続かせて

ているのよ」と言われた時、

らあなたのお店を贔屓にし

のお客様から「私の祖母か

上頂いた自分の祖母くらい

しております。ある日お買

数回、県外の百貨店で販売

営業が好きな事から年に

と思った瞬間でした。

の時「この仕事は面白い！」

さを学んだと思います。こ

日作り続ける難しさと面白

先代夫婦から同じ商品を毎

ちなおとなしく言葉少ない

社長・紅谷宏志

限会社錦梅堂・代表取締役

福井県菓子工業組合・有

に力を注いで参ります。

毎日同じ商品を製造する事

と思いながら、これからも

が今の私の一番大切な仕事

くなるような会社にするの

は次世代が喜んで継承した

が、その機会が訪れた時に

業継承できるのが夢です

恵まれ、いずれは順調に事

に恵まれ、３人の子宝にも

らっています。良い従業員

脚で経営を担っても

梅堂の、紅谷宏志と申しま

した。毎日同じものを作り、

がら数年が経過したとある

創業

どの羊羹とも異なる、柔ら

味わいは絶妙な物がありま

錦梅堂

「日本人のきまりごと

史に触れたければ本店横に

これら村岡総本舗様の歴

族や仲間が幾久しく多幸で

・家内安全・長命久視…家

する。五体満足・無病息災

月「七五三」

宮 参 り・ お 食 い 初 め 」、

９ 月「 お 彼 岸 」、

７月「七夕」、８月「お盆」、

切り分けた品と充填式の密

物では今まで研究されてき

特化した小さな文化財の建

和菓子でも珍しい羊羹に

受け継がれている。内容は、

えやふるまいの歳時記が、

いや祈りを仮託するしつら

に、日本人の暮しには、願

りや行事がそうであるよう

レンダーフェアの販売品に

ダーは、大手文房具店のカ

ーも載せている。同カレン

終面には、次年のカレンダ

の準備」となっている。最

月「年越し

封された品がございます。

た成果の年表が一際目を引

も毎年、選ばれている。多

くの組合員に利用して頂く

冊以上より

冊以上は

月

日

・５㎝×

枚（表裏共４色刷り）

▽サイズ・

２㎝

組合へ。

▽購入を希望する方は各県

▽注文締切日・

・

▽構成・表紙１枚、本文

送料無料）

受付（送料別・

▽注文単位・

のし袋付）４９０円（税別）

▽価格・
（１冊・ＰＰ袋入り、

斡旋概要は次の通り。

を名入れすることも可能。

百冊以上であれば店名など

（税別）としている。また、

半額に近い、１冊４９０円

ため、値段も一般売りより

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

年

毎日同じ商品をお客様に

す。７年前に先代から代表

同じところへ製品を流通さ

治中期に長崎式の羊羹製法

す。

ある、羊羹資料館に訪ねら

ありますように。日本の祭

の斡旋品ご案内

羊羹の主な種類は切り羊

れたらよいと思います。

月「 お

羹という舟に流した羊羹を

さて、煉り羊羹の元祖は

切り羊羹は珍しく、同店

きます。

値します。

錦梅堂

どと言った人がいますが、
始めたのは、四代目社長の

少し離れた支部のお店な

「幸せおすそわけ」

ようやくのんびりした日曜
中途半端なことはするな」

局・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務

と当初反対したが、遠武さ
ざしたいと話されました。

遠 武 憲 明 さ ん。「 誕 生 日 ケ

ので初耳でした。胸の痛く
さらに、三人の娘さんを持

ーキがあれば、家族が集う
んの固い決意と子育てを支

つ遠武さんは「核家族が進

日の朝、驚きました。地方

きっかけができる。そうい
なるニュースばかりの日々

紙の一面に組合員さんの写
真と記事があったのです。

ですが心温まる話です。

―中略―

援する意義に理解を示した。

母子手帳を持参すれば、

また、遠武さんは都城市

う場をつくるお手伝いがで
きればうれしい」と願いを
込める。
遠武さんは、大学三年生
の時に父詔治さんががんを

とを決意。長崎市の菓子店

を引き継ぎ９代目となりま

せて、３食食べて寝る。そ

正直なところこの菓子業
は家内の実家で、自分自身

全国的に有名であり、全国

かい煉り具合、小豆羊羹に

１月「初詣の作法」、２月「節

を伝えられ、爆発的な人気

分」、３月「ひな祭り」、４

の和菓子店に対して羊羹の

全菓連では２０１８年

月「長寿のお祝い」、５月「端

知っておきたい生活歳時記」

版、卓上カレンダー「日本

午の節句」、６月「六曜」、

２０１５年に行われたミ

したと言われ、美味しい物

人のきまりごと～知ってお

ラノ万博でも大変好評を博

はたとえどんなローカルの

きたい生活歳時記」を斡旋

加え滑らかなあっさりとし

のラインナップを誇ります。

物でも世界的に普遍なもの

た風味の桜羊羹など、独特

原材料を社長自ら買い付

と言えるでしょう。

店舗あまり羊羹
店が連なるほど、小城羊羹

農作物が実り、深い歴史を
持つ九州の小京都といわれ
る場所です。
その町の真ん中に村岡総

けにあたり、高級な流し羊

を誇るまで研鑚を重ね、小

同店の何が凄いかと言う

という名物を作って発展さ

さな町に

と、菓子にまつわる古代・

せてきました。

ど、そのこだわりは特筆に

歴史と高い技術を伝える名

中世・近世の文献に遡る圧

店なのです。

小城市小城町のみならず

倒的な研究資料と、現社長

の特徴のある商品ですが、

京都

江
･ 戸で生まれ

一晩呼吸した羊羹が奏でる

長
･崎

羽二重餅

す。

•••••••••••••••••••

紹介したいと思います。

一歳誕生日に
無料ケーキ
子どもが初めて迎える誕

などで働き、計八年間修行

患ったため、家業を継ぐこ

族みんなで祝って欲しいー

生日は、ケーキを囲んで家

と都城市甲斐元町の老舗菓
して十年まえに帰郷した。

株式会社村岡総

子店「昭栄堂」が六年前か

本舗様」
皆様は佐賀県にある小城
市小城町という場所をご存

佐賀県・福岡県に店舗展開

知でしょうか？

され、主力商品の羊羹、様々

村岡安廣氏の博識にありま

本舗様があります。

羹の木箱も自社製造するな

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

「佐賀県

井
福
たと言われていますが、村

尾関 勇

10

12

18

15

【19】

岡総本舗様の羊羹は本州の

10

30

11

14

今でも清流が流れ豊かな

な和菓子を製造・販売し、

す。
技術も相応して高く、明

地元の厚い信頼を得ている

11

10

20

170

宮 崎

老舗ですが、羊羹の世界で

２０１８年版卓上カレンダー

誕生日ケーキ

２０１8 年版
卓上カレンダー

12

昭栄堂の遠武憲明社長

平成29年10月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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第943号

「古町スイーツ」
誕生秘話

の廃業などで急速に衰退し

トの撤退や、老舗書店など

隈の商店街は、大型デパー

あった新潟市中央区古町界

２００９年かつて活況で

製致しました。

「古町スイーツ」として創

また昇る」という焼菓子を

に〟をコンセプトに「日は

き生きとした活気あるまち

長の発案のもと〝新潟が生

地元小学生のアイデアをお菓子に

ていった。商店街の取り組

をはじめ喫茶店や料亭など

その後、商店街の菓子店

の賛同を受け、

みで市の補助金などを活用
し、イベント等を実施して

る「美味なる周遊・古町ス

店舗によ

もその時ばかりで一向に活
気の戻る気配を感じられな

立ち上がりました。

イーツ」のプロジェクトが

商店街が復活する為の一

かった。

材を軸に、子供たちの自由

組み、そこから発案した素

の歴史や文化を授業に取り

す。小学生は４年生になる

関わりが続いてきておりま

来られ、担当したお店との

た。いまでもお店に遊びに

こうした関係性のなかか

な発想からスイーツのアイ

ら、地域で育った子供たち

と「古町スイーツ」の授業

商品化に向けた話し合いを

から「古町愛」を持って頂

デアが生まれます。そのア

繰り返し、その年ごとに新

き、かつて活気のあった新

がある！と楽しみにしてい

しい「古町スイーツ」を各

潟のまちに太陽が昇るよう

るようです。

店が発表し、地元百貨店で

にしあわせと元気を取り戻

イデアを基に、プロジェク

ある新潟三越にて販売会を

トメンバーと子供たちとの

実施するというスキームで

してくれることを願ってい

同を得て現在の「古町スイ

で８年目を迎えますが、第

市支部・株式会社丸屋本店

新潟県菓子工業組合新潟

ます。

運営しております。

新潟小学校との古町スイ

これこそ、地域と連携した

専務取締役・本間健二

ーツプロジェクトは、今年
生より、授業の一環で栽培

１回のメンバーの子供たち

げられ、順調な滑りだしを

が高校２年生になりまし

初年度は、各店ともに地

古町商店街をはじめ地域

ーツ」が確立致しました。

番の条件は、各個店の魅力

古町ならではの「古町スイ

切ることが出来ました。

ーツ」ではないかと考え、

元の食材や原材料を使用し
した野菜を、スイーツに出

たスイーツを発売し、試食

来ないかという相談が弊店

を上げ、お客様に足を運ん
そんな折、地域の新潟小

で頂ける店づくりが必要で

プロジェクトメンバーの賛

会や地元メディアに取り上

へ舞い込んで参りました。

あるとの考えから、弊社社

ると包装や脱酸素剤に頼

ここのお菓子を実家に持

餡がすべて」全ての餡を自

い、自ずと和菓子の素直さ、

て並ぶ和菓子が変わること

く、和菓子を新鮮な状態で

り、皮の硬さや甘さも変わ

キやまんじゅうの他、阿蘇

かれ、たくさんの親子が楽

籠もよ

こ

•••••••••••••••••••••••••••••

風乃菓

の方々に潤いを」をテーマ

の方々に日頃目にしないよ

しそうにカップケーキに飾

頂きたいとも思うようにな

作ったその日に頂いて欲し

ってしまう。本来和菓子は

うな熊本のお菓子を楽しん

も知らず菓子組合に携わっ

餡が命、素直な味が客を惹きつける

に、お菓子の力で阿蘇の皆

で頂きたいと、熊本市内、

実直さが伝わる。看板商品

会場となった阿蘇市内牧

ーナーでは洋菓子教室が開

様に元気を届けたいとの思

身で作る。小豆を洗う、煮

ーの熊本県洋菓子協会のコ

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

熊本地震復興支援
いでした。

っていくと、母は毎回、お

元気づけようと、熊本県菓

くまもとお菓子まつり 阿蘇

り付けをしていました。

昨年熊本を襲った熊本地

いしいわーどこのお菓子？

これほど知識と技術のあ

りました。
と聞く。何度教えても覚え

ていました。今は和菓子や
阿蘇の被災者の方、そし

お茶も美味しくて季節の移
て観光客にも楽しんでもら

を並べました。

の「蒸羊羹」をいただくと

の介護老人保健施設「愛・

見すると風来坊の店主だ

は配合が違う。

納得、日持ちしない「弓張」

ライフ内牧」において好天

が、和菓子を語りはじめる

上げる当たり前のことをや

子工業組合理事である阿蘇

ないのだが、無理もない

と止まらない…。日持ちす

っていくだけ、と言う。一

の久幸堂の青木理事が同業

歳の母の現役時代にはまだ

種類以上の商品

震では熊本で有数の観光地

おうと、多彩なお菓子の販

開業していなかったのだか

どの銘菓

である阿蘇も大きな被害を

実行委員会のメンバーで

売の他にも、人気のくまモ

る職人は岡山では珍しくな

に恵まれる中、佐藤阿蘇市

ンのショーや、猿回し、バ

り変わりも楽しめるように

者、関連団体、業者に協力

ある熊本市川尻の開懐世利

と金菓賞に輝いた「打鼓」

受けました。

六菓匠のコーナーでは和菓

りつつあります。現に今年

長や熊本県菓子工業組合理

の全国菓子大博覧会・三重

事長、洋菓子協会会長他関

人で乗り込んで工芸菓

年間修行し

実力派店主杉尾社長は滋

は「鷹」台座は「カルメラ」、

子を制作しました。作品名

ること、売ることを優先す

な り ま し た。「 こ も よ 」 に

を依頼して阿蘇では初のイ

ら…。

た。

の寸断は、まだまだ阿蘇の
方々の生活に大きな影響を

出会ってから、日持ち商品

ベント「くまもとお菓子ま

ンド演奏などのステージイ

賀のたねやで

与えています。

昔の私は洋菓子をいただ

号線とＪＲ豊肥本線

阿蘇へ続くメイン道路の

ベントもとり行われどのス

てきた精鋭、工場製造部、

国道

子製作実演やお茶席、お菓

テージも満席でした。他に

に
子教室が開かれ親子連れな

もケーキカフェコーナー、

ーンも設けられ、好天にも

供が遊べる広場とグルメゾ

屋外では遊具や射的など子

創業。老舗菓子屋でも、親

四年に念願の「こもよ」を

商品開発部長を経て平成十

っていた木や周囲の風景ま

時間との戦いで、鷹がとま

して制作。仕事との両立は

平」培ってきた技術を結集

こけは「落雁」で、羽は「餡

には自身があった、今も店

から受け継いだ菓子屋でも

先には「鷹」がとまってい

恵まれ終日賑わっていまし

しい経営が続いた。出身地

る。店主の愛情を受け誇ら

では満足のいく仕上がりで
予想を上回る約４０００

でもない岡山での商売は難

は な か っ た も の の、「 鷹 」
名のご来場をいただき、子

しく店の味を覚えてもらう

ない「こもよ」はなかなか

供さんから家族連れ、お年

名前を覚えてもらえず、厳

寄りの皆さままで大変喜ん

局・萱野美香

岡山県菓子工業組合事務

しげに…

のモットーは「和菓子屋は

身の腕ひとつを信じ、店主

のに７～８年かかった。自

局・野田尚美

熊本県菓子工業組合事務

でいただきました。

た。

籠もよ

杉尾社長

ばかりいただくのではな

係者のテープカットでスタ

どが職人の指導のもと和菓

同じく実行委員会メンバ

82

40

阿蘇

くことが多く、季節によっ

阿蘇」が実現しまし

会場のメインホールには

ートしました。

子作りに挑戦しました。

つり

地元阿蘇市内の和菓子や洋

た ち に 笑 顔 を 」「 お 年 寄 り

「阿蘇の未来を担う子供

そのような状況の阿蘇を

菓子のお菓子屋さんのケー

くまもとお菓子まつり

18

in

久幸堂の青木理事

in

1

11

in

試作されたお菓子

学校４年生の学年主任の先

発案したお菓子を宣伝する小学生
菊池、山鹿、玉名、天草な

山

岡

潟
新
本
熊
57
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受賞菓子試食研究会開催

全菓博
・三重

されたお店も１店舗ござい
ました。（大き目なお菓子、

いては、入り数、若しくは

の切り分け困難な菓子につ

子の仕込み等で菓子店の多

しかし、開催日がお盆菓

財団法人むつ小川原地域・

成申請しております〔公益

重に参加するにあたり、助

この事業は、全菓博・三

数近くはオンラインショッ

当店へ連絡発注、また、半

可能な商品を事務局より該

募集し、その中より取寄せ

にて、食べてみたい商品を

信事業の「かしつうしん」

たり、全組合員へＦＡＸ配

お菓子を取寄せするにあ

菓子のどれもこれも皆素晴

しかしながら、取寄せた

でした。

とない事業だったので残念

声があり、その点ではまた

きる人がいたと思う」との

間早ければ、もっと参加で

参加した方から「もう１週

よりも参加者が少なめで、

以 上 に 甘 い ね 」「 本 物 の 果

に！ こ れ！」「 ん ～、 想 像

事務局も同じだからね」と、

よ。菓子屋もそうだけど、

部食べてみないと駄目だ

し ま し た。（ お 菓 子 っ て、

しっかりアンケート記載致

ないので、数日かけて頂き、

然その場では全て食べきれ

は、 参 加 し て い た だ い た

象的でした。「試食研究会」

後まで絶えなかったのが印

がにこやかで、笑い声が最

いというのではなく、参加

る、参加しなければいけな

り断念した商品や、また、

中には、季節限定も多数あ

取寄せしたかった商品の

っ て お り ま し た。「 こ れ は

る方々から色々な声が上が

ージ、価格に、試食してい

等々。また「事務局も遠慮

「おっ！○○の○○だ！」

っほ～、考えるものだね」

で、数点食べられなかった

取り分けてくださったの

役員の方が空いた箱に沢山

滅多にないことだと思いま

を一斉に試食できる事は、

方々が、全国の多くの菓子

このように菓子店を営む

本当に幸せになりますね）

と思います。

事業を検討、実施できれば

の方々が奮って参加できる

今後も、特に一般の組合員

方々にとても好評でした。

日に開催

産業振興財団〕より『お菓

ピングを活用して発注手配
物よりも高い （値段）」「ほ

研究会」を７月

子のお祭りだから、全国の

らしく、外見、味、パッケ

した後、それが今後の菓子

お菓子もありましたが、私

辞を頂戴し、青木利博副理

連理事長齊藤俊明様の御祝

なる充実を図るとともに、

点に振り返り、当組合の更

その後、祝宴に移り、開

小川明副理事

会のことばを

津 川 市 ）、 閉

田口韶夫（中

して副理事長

い、中締めと

発声にて行

村俊昌様の御

ク会幹事長久

連中部ブロッ

の音頭を全菓

頂戴し、乾杯

長辻正様より

団体中央会会

阜県中小企業

辞として、岐

ンラインショップ経由で発

をしつつしたのですが、オ

お店には「試食会」の説明

た、直接電話にて注文した

感謝しきりでおります。ま

した。各お店のお心遣いに

絡した方もいらっしゃいま

します」と、こちらから連

て「どうぞ、定価でお願い

ぎる値引きをしていただい

対しビックリするほど多す

頂いたり、中には購入額に

り、価格のサービスもして

菓子を入れてくださった

発注個数以上に、余分にお

合員のお店の方々からも、

いただいた各都道府県の組

また、お菓子を発送して

食する事が出来ました。当

業組合名」を記載。

品名、受賞名、所属菓子工

※プレートに「店名、商

たお菓子をセッティング。

・会場入り口付近に取寄せ

《開催方式》

す。

頂きたくお願い申し上げま

無礼とは存じますがご容赦

開催から日も随分と経ちご

謝の意とさせて頂きたく、

ところですが、本文にて感

ぞれにお礼を申し上げたい

た各お店の皆様にも、それ

取り寄せさせていただい

たりもしました。

り、説明をさせていただい

いしたい」との問合せもあ

途にお使いになるのかお伺

めてなので、どういった用

すし、参加者の皆様のお顔

た】

の伝達式の後に開催しまし

た、青森県菓子工業組合員

・三重」において受賞され

【 試 食 研 修 会 は「 全 菓 博

親会を開催。

・試食研究会の後は別途懇

食、歓談。

・参加者各自で自由に試

まで。

ケート提出期日は２週間後

た手提げ袋を配布。※アン

できるように組立箱を入れ

残った場合に、お持ち帰り

度した菓子が食べきれずに

用のアンケート用紙と、支

・参加者全員へ試食後提出

市 ）、 来 賓 祝

長（美濃市）

注したお店の中から「菓子
岐阜県菓子工業組合理事
長・渡辺良治

局・木村文子

青森県菓子工業組合事務

組合から注文が来るのは初

理事（各務原

も本当に沢山のお菓子を試

様、岐阜商工会議所会頭村

した。川上秋廣副理事長（高

事長（岐阜市）の閉会の辞

歩みを、澤田専務理事によ

社会的、経済的地位の発展

会のことばを伊藤力男会計

により祝宴を終了した。

周年記念式典

していないで、ちゃんと全

周年記念式典開催

瀬幸雄様、参議院議員渡辺

山市）の開会の辞の後、国

をもって終了した。尚、理

岐阜県菓子工業組合創立

本 当 に 有 名、 流 石！」「 な

創立

岐阜県菓子
工業組合

年９月

として、北野茂樹様より謝

去る平成

式典を、岐阜市内のホテル

周年の記念

グランヴェール岐山にて行
猛之様、参議院議員大野泰

はじめ、御来賓

歌斉唱、物故者追悼（黙祷）

名にて開催

につづき、渡辺理事長の式

るスライド映像で振り返っ

向上と、より一層消費者の

う努めると挨拶した。

た後、組合功労者として北

満足と信頼をいただけるよ

50

野茂樹様、小森文夫様の両

50

名を表彰した。受賞者謝辞

辞、そして組合創立

事長は式辞として、再度原

て、出席者約

18

80
年の

中央会会長櫻井宏様、全菓

った。古田肇岐阜県知事を

に、組合創立

18

正様、岐阜県農業協同組合

50
名を含め

賓祝辞を岐阜県知事古田肇

辞が述べられた。また、来

半世紀の歩みを振り返る

50

日（金）

阜
岐阜県菓子工業組合は、

岐

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

数量が多くて発送をお断り

致しました。

菓子組合が参加するからと
致しました。

40社41種のお菓子を取寄せて試食

高額になるお菓子は切り分

くのか、どう活用できるの

バラで

けての試食を検討、その他

か、参加するからには活性

全国の銘菓を一斉試食

青森県菓子工業組合で

化を考え事業実行しなけれ

個前後手配）

回全国菓子大博

は、「 第

ばいけない』というアドバ

忙期と重なり、思っていた

覧会・三重」において、機
関賞を受賞された全国のお
イスの基、計画し実施致し

社
ました。

菓子の中から、
41

屋の営業にどう繋がってい

‼

20

お菓子を取寄せての「試食

40

言って、ただそれに参加す

全菓博で機関賞を受賞された全国のお菓子

森
青

種の

30

27
29

平成29年10月15日 （６）
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ついては大変多くのメディ

サンプリングイベントに

２０１７﹂事業報告会と第

福島県﹁お伊勢さん菓子博

山市中央公民館に於いて︑

活動内容︑サンプリングイ

ターを用い︑会の発足から

実行委員長よりプロジェク

博実行委員会ふくしま佐藤

す︒まず︑お伊勢さん菓子

いてご報告したいと思いま

をお迎えしての講演会につ

会メンバーは

の事業を振り返り実行委員

わった福島県関係の菓子博

難を乗り越え︑大成功に終

本番まで約半年︒多くの困

ました︒昨年９月に発足し

の写真を交えて報告を受け

ベント当日の様子など多く

グイベント当日︑私共の急

た︒濱田様にはサンプリン

保様の講演をいただきまし

長を務めた赤福会長濱田典

続いて︑菓子博実行委員

断できる結果でした︒

心を全国に発信できたと判

福島県のお菓子の安全︑安

があり︑今回の目的の一つ

ンケートの集計結果の報告

した︒

会と講演会は終了となりま

合写真を全員で撮り︑報告

ました︒終了後は恒例の集

ださり︑恐縮の極みであり

ぎ赤福をわざわざお届けく

小山所長が新幹線を乗り継

向もあり︑名古屋営業所の

がら伊勢茶を飲むという趣

当日は︑赤福を味わいな

福島県の菓子博での状況

アに取り上げられ皆様ご承
１回特別講演会として菓子
元より今回参

サンプリン
グイベント

が選ぶ﹃日本のホテル旅館

時︑来場者に

グイベント

りサンプリン

会の羽田様よ

企業団体中央

て福島県中小

ました︒続い

の一つでもありました︒

は︑私共には得がたい経験

く直接お話いただけたこと

になったお菓子の事など熱

いや危機管理︑裏話︑評判

う演題で菓子博に賭けた思

し・たのし・おかし﹂とい

し い た だ け ま し た︒﹁ う れ

ました︒

文字通り日本一の会となり

銘柄を集め濱田会長を囲み

続日本一の福島県の二十二

酒鑑評会金賞受賞蔵５年連

事長・菅野嘉春

福島県菓子工業組合副理

お願いしたア

28

多くのメディアに

知の通りかと思われます︒

加した約１０

実行委員会の打ち上げも

百選総合１位﹄を獲得した

なお願いを快くお受けいた

替え︑大饅頭開きを行って

母畑温泉八幡屋に場所を移

０名の組合

回プロ

いただき会場を大いに盛り

し︑平成

予定してあり︑第

社員︑ご協力

上げてくださったご縁もあ

だき赤福ファッションに着

いただいた

りわざわざ福島県までお越

酒造年度全国新

方々も感慨深

42

いものがあり

員︑組合企業

博実行委員長の濱田典保様

集合写真

日︵金︶に郡

今回は８月

濱田典保様の特別講演会

ハロウィンに初の挑戦状

神奈川
県 が

ある和菓子業界が変わらな

って来ました日本の文化で

れてから一生に亘って携わ

よ︒今やオギャーって生ま

て変な意味ではありません

す︒そして悶えていますっ

私達は日々妄想していま

いた行事も一世代から二世

によって︑ご両親と行って

大家族から核家族になる事

でいたと思います︒でも︑

と日本本来の文化を楽しん

月︑節分︑お節句︑お彼岸

して行事を大切にしてお正

ートだったと思います︒そ

おばけ南瓜ならぬ
ハロウィンスウィーツ

くてはいけない時期にきて

した︒それは︑ハロウィン

より新しい試みが始まりま

事への挑戦にワクワクして

な色使いの反応と新しい行

配布されました︒今は斬新

おしゃれなポスター

にスポットを充てて神奈川

当店の初挑戦のハロウィ

います︒

ンスウィーツは収穫もちと

県産三浦かぼちゃを使った
お菓子を各店舗で製造販売

ハロウィンキューブと言い

代と変わると今まで当り前

すると言う事︒昔じゃ絶対

ますが︑オバケだけに秘密

いる様に思います︒父が商

にありえない︒そんな話し

にしておきます︒

売をしていた頃は︑戦後︑

合いを夜な夜なもうけた結

だった習慣も段々にかたち

果︑ふだん使わない黒色を

を変えて行ってしまう︒そ

下地にしてオレンジ色ので

日本が経済成長と共に発展

菓ちゃん﹂は県から表彰さ

っかい南瓜ののぼりとおし

うなれば︑私達︑お菓子を

れる銘菓に成長しています︒

ゃれなポスターが完成し︑

して来て気運も高まって国

こうを合言葉にして﹁桃菓

そんな中︑組合の洋菓子

民の生活も徐々に良くなっ

ちゃん﹂﹁男のかしわ餅﹂﹁千

屋さんからのアドバイスに

愛している者としてはそれ

寿﹂と素晴らしいお菓子を

なりに対応していかなけれ

誕生させました︒中でも﹁桃

ていった事により︑庶民が

私達は時代にあった和菓

報部・亀岡肇

神奈川県菓子工業組合広

子を皆で盛上げて作ってい

ば駄目だと思います︒

っているお菓子が心の安ら

兼ねてから生活の一部とな

ぎであったし︑身近なデザ

三浦かぼちゃを使ったハロウィンスウィーツ
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（７） 平成29年10月15日

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
グサイトで第
展を開催しました。同展では中山裕介氏（リライズ

がら

％以上の人は実践出

ことはない。しかし残念な

つのこと」をテーマに講演を行いました。

億円のネットショップが実践しているた

コンサルティング株式会社代表取締役）を講師に迎
え「年商
った
先月号より続く。

トレンドを無視
する

流はどのくらい違うか。時

はいけない。トレンドと時

もともとフランチャイズ本

ットワークシステムズは、

いる株式会社ファミリーネ

私が社外取締役を務めて

来ていない。

流は大体３～５年で動いて
部だが、酒の自由化にとも

トレンドに振り回されて

いる。トレンドは１年未満

その②
通信販売においては、シ

大きく、かつ儲かっている。

ンターネット利用が急拡大

中心とするモバイルでのイ

また、全体的にスマホを

がり、前年比１１０・５％

し、現在はすごい勢いで上

割合がもともと低い。しか

インターネットでの取引の

スーパーなどが強いので、

食品・飲料・酒の業界は

ショッピングモールで売

ョッピングモールに依存ば
している。

で市場規模が拡大して、１

くべきである。

り 上 げ が 大 き い 会 社 は、

今、食品で言うと通販サ

な会社こそ、通販の年商が

往々にして儲かってない。
かりしていると儲からない

イトのアクセスはスマホの

る。

株式会社ファミリーネット
ので、今後もっと広い視点

兆３，１６２億円になって

で通販業界を見るべきだ。

いる。ＥＣ化率という言葉

ワークシステムズや先程お

方が多いが、購入の際は若

が重要で、全市場規模のう

話しした精肉店Ａ社のよう

干ＰＣの方が多い、という

％、

％くら

ているだけで終わってしま

使い勝手が悪く、ただ調べ

ると、現時点である程度の

位になる可能性は高い。す

いある。食品・飲料も

進んでいる業界は

れている割合は２・

ちインターネットで取引さ

会社が殆どだ。
アクセスはスマホの方が
多いが、逆に購入率は低く

に増えている。この層は客

う、という事がある。しか

なっている。その要因には

単価が高く、リピート率も

シェアを取り、通販で１億

トショップでの購入が劇的

歳以上の方たちのネッ

い。

最低限知っておくべきネットショ
ップの現状と疑問
インターネットは総務
省、通信販売は経済産業省

高い、そして継続購入期間

売って、同じシェアを保っ

の管轄となり、利用者は

年配の方や赤ちゃんを除

し、いずれすぐにＰＣはス

て

％

く、全ての人がインターネ

が長い。要は浮気をしない

マホに抜かれてしまうだろ

・８％まで拡大している。

ットに繋がっているといっ

う。

通信販売でこの層を取り

のだ。

その中でも近年、シニア

ても過言ではない。

％になれば、年商が

５億売っている。皆さんの

ない厳しい状況となり３年

マーケットは馬刺しよりは

前、通信販売に参入した。

存のお客様は離脱しても良

あるのではないか。しかも、

で終わる。ここで安易に芸

シェアさえ保っていれ

い。新規客を取った会社が

１・５億を１・５人で売っ

能人を使って販促という考

通販市場は成長市場だ

ば、市場が勝手に大きくな

儲かる。そこに注力した方

倍になるといえる。

込むことは非常に重要であ

が、伸び率は鈍化傾向にあ

層のインターネット利用者

る。頂上が近づいてきてい

売るとなった以上は、今の

が良いのに、なぜか「お客

ているのだ。

３年目で１・５億、今期

る。若者向けに特化してい

商売をそのまま持っていく

様からこのようなコメント

えは危うい。そういったマ

る商品なら別だが、そうで

のではなく、全国商圏でわ

が届きました」のような小

が急拡大している。国は

歳以上を老年人口と呼んで

る。早く取ったもの勝ちだ。

地域密着型ではないので

ざわざお取り寄せをするに

さな事を気にしてしまう。

が４年目で３億を目標とし

る。

コンビニでは売れないが、

値するような切り方をす

ている。旬の手作りおかず

なければ必ず取り込んでい

お取り寄せなら１００円の

る。尖らなければならない。

ーケティングではなく、き

いるが、まだまだとても若

地域密着型の商売は時と

プリンより、絶対にＢ店の

ちんとやるべき事を押さえ
パックの惣菜を販売してい

インターネットで商品を

して悪い噂も立つ。ビジネ

プリンが欲しい。

セットとして、冷凍の個食

だが、それですら７３４円

スが全然異なるがことを履

周りの人から「ぶっ飛ん

嫌われてもいい。そもそも

信販売は儲かる。要は小さ

れくらいで回るからこそ通

日で、営業利益率

％。そ
従って、どんな商品かは、

い固定費で大きなビジネス

いう事になる。

値しないのだ。地域密着型

き違えている方が多い。
例えば、大阪の洋菓子店

通販で尖っている商品は、

５００円のチーズケーキは

の商売と全国へ向けての商

私のコンサルティングも

殆どのニーズから嫌われて

程の洋菓子店Ｂ社が１００

この尖り方が重要で、先

乗っかっている。

尖るという字は小が大に

でいるね」と言われて良い

銀座に地球儀や天体望遠

のだ。

鏡の専門店がある。商圏人

商圏の大きさによって変わ

ないが、プリン専門店だ。

口が足りない地方都市で

る。

もともと洋菓子店で、小

は、成り立たない。

Ｂ店がある。ショッピング

よく中小企業診断士のよ

麦アレルギーの社長でも食

モールではあまり目立って

うな方は「仕事が無くて厳

べられるプリンの専門店を

同じ事。全国商圏だから当

しい」とおっしゃる方もい

が出来るのが通信販売の良

いところなのだ。何となく

いるのだ。
だから、気にしない。

人が増えてしまったり、ホ

ームページがわかりにくく

たくさんあることで、電話

るが、それは地域密着型だ

番が必要となる等、そうな

例えばお菓子屋から、ど

円のプリンを売っていたら

ネットショップがローコ

こにでもあるチーズケーキ

メディアにも出ないし、通

ストで回っているかを意識
プリンだ。

ショップへの問い合わせが
地方都市が悪いのではな

販の売り上げも上がらな

ネットショップ
はローコストで
く、そもそも人口が足りな

作った。

いのだ。だから複合的な店

からだ。地域密着型の商売

一番売れている商品は、

やチョコレートケーキを

個６，０００円の抹茶の

で一番重要なことは誰にも

ると通信販売は絶対に儲か

嫌われないこと。全国商圏

する。私は自社の初期投資

らない。ローコストオペレ

「ほかの店に比べてうちの

い。だから、その尖り方を

ーションで回すことが大切

は美味しいんです」という

しか作れない。洋菓子店も

考える。これこそが全国商

に１５０万程しかかけてな

次号に続く。

だ。

次は成長市場。一番大切

例えば九州の馬肉を扱う

える。

から、地方には和菓子も洋

なのは、新規客の獲得で、
きるのである。

Ｃ社は、馬刺しで年商１・

いので、ローコストだとい
だろう。
数ある商品の中で一番出

取ったところが勝ちだ。既

圏の重要なことだ。

で重要なことは、殆どの人

ずつ好きになってくれる社

1

ているのは一番安いプリン

菓子も扱う和洋併売店がで

同じで、プリンの専門店は

相談があっても、通販では

長が出来れば、全国に

地方都市では作れない。だ
私のことを、各県で１人

に嫌われて良いことなのだ。

ではあるが、通信販売向き

のコンサルティング先が出

27

どんな味がするのか、一

売れない。地域密着で売る

ではない。３，０００円な

件

らお取り寄せに値するが、

47

度取り寄せてみたいと思う

からこそ、価値のある商品

然出張が殆どだ。

正社員１人、パートは半

売とは違う。

る。押さえておけば、迷う

来ることになるので、殆ど

で非常に高価だ。

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）

の方に嫌われても良い、と

15

20

14

最低限知っておくべきネットショ
ップの基本
ネットショップ
は 全 国 商 圏、 か
つ成長市場なこ
とが重要
私のコンサルティングの

03
30

65

12

14

成功確率が上がったのは、

65

1

売れない仕事を受けないよ

82

のこと

3つ
たった

3

うにしたからだ。

30

ネットショップが実践している
の

1億円

年商

95
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第943号

第

回全菓連青年部中・四国ブロック大会では︑

平井伸治氏︵鳥取県知事︶を講師に迎え﹁ゼロか
ら生み出す広報戦略﹂をテーマに講演を行いまし
た︒

ドバイでは３万円で売れ

れ た︒﹁ 鳥 取 の ス イ カ は︑

きっかけで東京でも認知さ

さい記事だったが︑これが

なＴシャツも作っていいで

あ っ た︒﹁ う ち も 同 じ よ う

着て︑来られたイベントが

嬉しそうにこのＴシャツを

が塗ってある︒溝口知事が

日本地図の島根県のところ

をかけずに

万人集めた︒

ので︑鳥取県民の大好物で

おまんじゅうは美味しいも

全国ナンバーワンである︒

売り出している︒白雪姫を

輝姫︵しらきひめ︶として

は墨袋を取った白イカを白

ブランドができたり︑最近

は︑夏輝︵なつき︶という

申し上げたい︒

どうだろう︒

る︒凄いらしい﹂となった

しょうか﹂と尋ねたら﹁い

う ﹂︒ 昔︑ お も ち ゃ 博 を し

スイカがちょうど旬であ

わけである︒こうして︑少

ある︒聞けば︑高知はなぜ

もじっている︒

そんな鳥取であるが︑実

その①

る︒スイカを売り込むには︑

しひねって物事を考えるべ

たことがあるのだが︑お金

また︑鳥取県は美味しい

例えば﹁リコピンが入って

クロマグロの季節で︑全国

かビスケットの消費量が多

皆さんもせっかくお越し

で一番獲れている︒岩牡蠣

私どものほうでも鳥取を

いそうだ︒鳥取ではクリス

になったので︑ゆっくりと

子はいい︒そういう意味で

は お 金 が な い︒﹁ カ ニ は い

ツを作ろうと言い出した︒

にスイカを売りに行った

理由は７〜８年前︑ドバイ

らい︑高い値段で売れる︒

のハイランド農協と競うく

のスイカは︑東京でも長野

り工夫がいる︒最近︑鳥取

れだけでは売れない︒やは

句に歩くが︑残念ながらそ

てあげたくなる︑どうも心

わいげに見える︑何か聞い

大阪の基準から見ると︑か

入れること︒これが東京や

は︑少し自虐のテイストを

ぜ上手か分かってきたの

まいなあと思っている︒な

ているのだが︑島根県はう

最近︑売り出し方を考え

５００円だった︒この

５５０円で︑鳥取県は２︐

ろいのは︑島根県は定価２︐

で結構売れている︒おもし

していただき︑お土産物屋

に水木しげる先生にも協力

からないことになる︒これ

揃うと結局︑何が何だかわ

うＴシャツを作った︒２枚

取は島根の右側です﹂とい

みんなびっくりしたが﹁鳥

時︑王族などのお金持ちに

がつかまれることがある︒

円

１玉３万円で売れた︒鳥取

このようなことを宣伝文

すよ﹂と言っている︒

って︑夏バテ防止にいいで

３万円のスイカ

ものがたくさんある︒今が

いますよ︒カリウムもカロ

いですよ﹂とおっしゃった︒

売りだそうとしている︒皆

マスに︑ウィスキーを使っ

ご滞在いただければと思

は︑皆様がいろいろな難問

るけれど︑カネはない﹂と

真に受けて︑本当にＴシャ

きではないか︒

様が販売戦略をされる時︑

たチョコレートが店頭に並

象があるのかなと思ってい

を解決するのだと思う︒﹁お

泊してもい

る︒また︑今の季節︑砂丘

まんじゅうとかけまして難

実は鳥取は菓子の消費量
よいアンが決め手でしょ

問解決と解く︒その心は︒

根県にスターバックスがで

れど︑貸しがない﹂︒では︑

言 わ れ る︒﹁ 菓 子 は あ る け

んです﹂と言った︒

す︒島根県には１軒もない

コーヒーが３軒もあるんで

知恵を絞って売り出したら

どうするか︒お金をかけず︑

た︒

分収録し︑わずか数

聞が取り上げてくれた︒小

で売れたと話題になり︑新

で３千円のものが︑３万円

〝すなば珈琲〟というコー

左側です！﹂と書いてあり︑

作っており﹁島根は鳥取の

それで島根県がＴシャツを

コーヒーで乾杯した︒それ

果もある︒

ドだろう︒こうした相乗効

の違いは︑島根県のプライ

い︒

には日本海に夕日が沈む姿

が多い︒おまんじゅうは︑

都道府県に出そ
きて︑鳥取県は唯一お店の

県なら多分受けないだろ

の悪いところはカットす

ビには編成権があり︑都合

ご存知だと思うが︑テレ

﹁スタバだ︑スナバだ﹂が

の全く知らないところで

日は映らない︒従って県民

実は鳥取県は︑テレビ朝

という記事があった︒聞い

ら︑すなば珈琲が開店する

いたが︑新聞を読んでいた

行列ができる︒これには驚

ヒー屋ができた︒今は結構︑

た︒

なば珈琲が有名になってき

トで拡散し︑だんだんとす

がまたツイートされ︑ネッ

ス番組で使われるようなこ

でのやりとりには︑ニュー

売り込んでやろうという算

鳥取の素晴らしいところを

ことはないから︑この際︑

京のテレビ局が取材に来る

的に受けている︒また︑東

おり︑どんな取材でも基本

取県は情報公開を旨として

すけれども︑日本一のスナ

る︒結局﹁スタバはないで

う話も編成上︑カットされ

けです﹂と言った︒こうい

の聖地で︑消費量も高いわ

た︒それくらい︑コーヒー

代官山に店を出されまし

コーヒー屋さんが︑渋谷の

素晴らしいバリスタのいる

売り上げなんですよ︒また︑

ショップでナンバーワンの

ョップがあり︑これが楽天

澤井珈琲というコーヒーシ

たことが分かってきた︒

のニュース番組の取材だっ

という話があり︑どうもあ

た︒﹁スタバだ︑スナバだ﹂

は何のことかわからなかっ

来るようになったが︑最初

ちにも問い合わせや反響が

しばらくしてから︑私た

う︒

うものの効果だったと思

トで拡散するので︑そうい

瞬のニュース番組でもネッ

そんなことをいいながら︑

スタバの本拠地を目指す︑

ある︒シアトルを目指そう︑

打倒スタバという雰囲気で

ビ局がズラッと来ており︑

に行った︒そうしたらテレ

はないので︑開店日に応援

知らない人がしている店で

入り﹂と申し上げた︒

ーズもとっとりーずの仲間

うですか﹂と聞かれ﹁タリ

来て﹁タリーズができてど

だった︒やはりテレビ局が

が︑タリーズも鳥取が最後

とになった︒自慢ではない

秒だけ流れた︒

う︒私の秘書も﹁これはさ

で︑全国

無い県になった︒知事の見

９月である︒その時︑テレ

たことがないと思ったが︑

根県に出したのは平成

ビ朝日のニュース番組が︑

ドーンと広がった︒今は一

皆さんが一番耳にしたの
は︑スターバックス問題だ

る︒それから﹁鳥取県には

と も 幾 つ か 仕 込 ん だ︒﹁ 確

バがありますよ︑鳥取大砂

分ほどのインタビュー

そうこうしたら︑駅前に

平均︵税込価格︶で５２︐

５１０円／㌧︑３・６％の

入小麦の政府売渡価格改定

先月号１面に掲載した輸

げます︒

様には︑深くお詫び申し上

いただきます︒関係者の皆

〝 引 上 げ 〟﹂ に 訂 正 さ せ て

の記事ですが﹁５銘柄加重

訂正及びお詫び



次号に続く︒

かに島根県にはスターバッ

丘 で す ﹂︒ こ こ だ け が 残 っ

段だ︒

クスができたかもしれない

すなば珈琲
けれど︑鳥取県はドトール

30
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平井伸治鳥取県知事

するとタリーズも来るこ

ろう︒スターバックスは野

すがに⁝﹂と言ったが︑鳥

スタバは無くて
もスナバはある
うという計画をお持ちだ︒

平井 伸治 氏（鳥取県知事）

順番に店を出されるが︑島

広 報 戦 略

解を問う﹂だった︒普通の

ゼロから生み出す

取材に来られた︒質問は﹁島

30

が見える︒

島根県のＴシャ
ツを真似て

テンもいろいろな要素があ

鳥取の状況がご参考になれ

ぶ食文化がある︒それぞれ

周年の

ばと思う︒私の本業は知事

う︒鳥取県には

会に対し︑心からお祝いを

であり︑決して芸人ではな
のところに︑いろいろな食
があるので︑

10

10

の温泉地

いのだが︑最近︑勘違いさ
文化があるのだろう︒お菓

本日は華やかな

60

れる方も多い︒テレビの印

50

年

50
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心のあるコーヒーショップ
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ぱい入れて焼いてみたら︑

に︑ジェノワーズを目いっ

山根

分かりました︒

水分のバランスが重要だと

捧

した︒

短くなり︑品質も向上しま

す︒この結果︑焼成時間も

捧

ますよね︒

３分余計に焼くと硬くなり

いると思います︒これが２︑

のバランスが上手にとれて

しっとりしているので︑そ

今回のフィナンシェも中は

る︒絶妙なバランスです︒

なおかつしっとりとしてい

で︑短時間できれいに焼け︑

を早く抜いてあげること

なったけど︑最初から開け

山根

しょうか︒

いといけないということで

山根

しいことがありました︒

く自然に抜けないので︑難

です︒それが︑密閉度が高

した︒自然に抜けていたん

てくれていたことがありま

ているうちに蒸気を逃がし

が高くなかったので︑焼い

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会

日︵水︶〜
日︵金︶に東京

は２０１７年４月

回デザート・スイーツ＆ベー

ササゲ︶を講師に迎え﹁スチ

ビッグサイトで第

ユウ

その魅力と想い﹂をテーマに講

カリー展を開催しました︒同展では捧雄介氏︵パ

ティスリー

コン×スイーツ

演を行いました︒聞き手は山根証氏︵㈱ツジキカ

イ代表取締役社長︶が務めました︒

に抜けるので︑分厚い生地

に火が入りにくいことも解

消され︑生地がしっとりあ

捧
その分︑焼き時間を長

くしなければならないの

で︑いい部分が損なわれて

素材の香りや味わい

しまうことはありました︒

山根

があるのに︑長い時間焼い

てしまうと︑その味︑香り

を飛ばしてしまうことにな

るんですね︒食感も違って

排気口と吸気口
を一緒に

新型のスチコン﹁ベ

気口はありましたが︒それ

その②

設定はできるけれ

× スイーツ

スチコン

ぽいこともありましたか︒

前のモデルでは︑中心が生

山根

ておくのか︑途中から開け

も増えてきており︑安定的

しまいますが︑それが解決

焼けの状態になることがあ

フルに入れて焼くこともで

たほうがいいのかは︑シェ

かと感じました︒

に商品も作れているので︑

以前は︑中心が生っ

できたということですね︒

りました︒ところがこのエ

きるようになったことで

フが決めなければならな

山根

引き継ぐ人材を育成したい

先月号より続く︒

クセレントダンパーを取り

す︒目いっぱい入れて︑短

い︒そこが昔と比べると︑

ん入れなくても︑なめらか

です︒店のスペースが手狭

分厚い生地でも
火が入りやすい

付けたら︑短時間で見事に

時間で理想的な薄い皮の食

自分でテストする必要があ

捧

でできていないこともある

山根

焼け︑その効果が確認でき

パンが焼けます︒前はでき

るということですね︒

っていなかったので︑大き

ので︑労働環境を良くする

がるので︑理想に近づいて

房内のフードに置き換えて

ました︒結局︑製品中の水

なかったことです︒このコ

す︒水は多いほどいいわけ

な違いを感じたし︑時間が

いろいろなアイテム

フィナンシェ以外で

話すと︑換気扇で排気する

分が外に出ないと焼き上が

ではありません︒最適な量

短いこともあります︒余計

ために︑もう少し広げたい

その魅力と想い
捧 雄介 氏（パティスリー ユウ ササゲ）

捧

でしょうか︒

ので可能だと思います︒

捧

いますが︑いかがですか︒

なります︒スが全然入

になりますね︒

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）

捧
今︑４年目で徐々に人

先ずフランス菓子の伝統を

本店以外にも売り場

「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

山根
人材育成に難しさは

日々感じています︒い

感じますか︒

捧

ろいろなタイプのスタッフ

がいて︑こちらの経験や基

準を超えているスタッフば

かりなので︑おもしろいと

は思います︒様々な問題に

直面し︑収拾はつかないで

すが︑私たちの時代とは違

うことを理解し︑皆にこの

仕事を続けてもらいたいの

で︑いかにしてこの仕事の

良さやフランス菓子の良さ

を伝えていけるか︑日々考

仲間にますますシェ

えながらして挑戦していま

す︒

山根

フのかっこいい背中を見せ

ていただき︑素晴らしいお

菓子を作っていただきたい

と思います︒ありがとうご

ざいました︒

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

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

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

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

④内 容 量

250ｇ

⑤賞味期限

平成 28 年 11 月 30 日

⑥保存方法

直射日光、高温多湿を避けて保存
してください。

⑦製 造 者

○○○株式会社＋Ａａ
（※）
〒OOO－OOOO
東京都○○区△△－▲▲

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

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

称

②原材料名

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

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

食品の表示は食品表示法によって義務付けられています。

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

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

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

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

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

誤差

5ｇ以上 50ｇ以下

４％

50ｇを超え 100ｇ以下

２ｇ

100ｇを超え 500ｇ以下

２％

500ｇを超え１㎏以下

10ｇ

１㎏を超え 25 ㎏以下

１％

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

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

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

⑧製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

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

〈 両方とも送料別 〉

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

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

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

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

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

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

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

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

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

作成者：菓子の表示制度研究会

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

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

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

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

全国菓子工業組合連合会
FAX．03－3407－5486
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ントダンパーと名付けてい

空気は出ていきません︒厨

さんご存じないのではない

時は１２０度で１時間くら

し過ぎると︑庫内は飽和状

ました︒

量の水で理想的な焼き上が

のはなかなか無理な部分が

で︑もっといい環境を目指

新コンベクションオーブン

捧

ますが︑閉まると密閉度が

房内でそのバランスがとれ

いかかっていました︒コン

態になり水を無駄に排水す

り︒湯煎焼きしていたプリ

あります︒それをオーブン

したいと思います︒

たのは︑ダンパー︵排気口︶

生地や︑サンファリーヌと

高く︑開くとすぐに空気が

固めてから１５０度に落と

ベクションオーブンでは温

ることになります︒少ない

で︑スは︑ほとんど入らな

ンよりもなめらかになった

側で状態を合わせてくれま

山根

の仕組みです︒以前から排

いって粉を入れないチョコ

流れる構造です︒例えば厨

しています︒

度も時間も短縮できるし︑

中心の火通りが悪く

捧

レート生地があります︒こ

す︒最初は低速︑途中は中

山根

火の入りも安定しているの

くなりました︒

と︑何人かの方に聞きまし

す︒プリンには最適なので︑

山根

ドゥミセック︑パン︑シュ

れらも良くなりました︒

速︑最後に高速という３段

ど︑アイデアがないと使い

山根

すか︒

山根

た︒

同じ条件でジュレもできる

なりやすいアイテムは︑ど

ー生地とほぼ全てのアイテ

山根

階の設定もできますので︑

こなせないですね︒また︑

ジしたいアイテムはありま

捧

立ってしまうことに悩みま

捧

を使い︑食感が変わったア

ムを焼いており︑お菓子に

が自由にできる機能があり

自分が思い描いた自動のプ

今までデッキオーブンは

そこが頭をひねるところで

ます︒今まで湯煎でしてい

すが︑全自動のプログラム

山根

イテムはありますか︒

使う生地が変わりました︒

ます︒ファンを停止する機

ログラムを設定できます︒

﹁何度で何分﹂だけなので︑

サブレもそうですし︑

密閉度が高く︑その反面︑

能もあります︒ファン停止

最初︑シュー皮は苦労

す︒それを理解すれば︑無

ましたが︑そういう物もで

はボタンを押すだけできれ

40

シート状で焼く厚めの

蒸気を抜きたい時には一気

は焼成スタート時に使いま

捧

抜きたいイメージがあった

すぐにできるようにな

限の可能性が広がります︒

きるので︑先ずはやってみ

いなプリンが焼けますね︒

と思います︒

90

生クリームをたくさ

山根

す︒そして︑高速︑中速︑

しました︒途中で少しずつ

ファンをスピー
ド調節

が思い通りに焼ける理由

低速と３速を使い分けま

のですが︑最初はできませ

捧

たい︒また︑ハード系のパ

ないので私も驚きました︒

終わりに

湯煎焼きはお湯の量

んでした︒早く抜いてしま

ります︒

ンもしたいですが︑コンベ

品質まで変わるということ

夏にはジュレが出てき

うとしぼんでしまうし︑遅

山根

プログラムでは︑定期的に

でしょうか︒

湯煎焼きの時︑スが

いと大きく割れてしまう︒

って登録すれば︑新人の子

スチームを打ちます︒７分

狙っていたわけでは

そのタイミングが難しかっ

クションで焼いたことがな

間隔の設定が常にちょうど

１度プログラムを作

たのですが︑一度分かって

にも任せられます︒

いので︑どこまで可能性を

は別にあるんですよね︒売

しまったら安定的にできる

広げられるかと思います︒

プログラムは最初から

ンス菓子の良さを広めたい

最後に︑これからの

捧

ということでしょうか︒

設定されているものもあり

山根

捧

シューの皮は何速で

店造りの目標や夢があった

ので︑今は問題無いです︒

ら教えていただけますか︒

山根

ピでも焼き方を変えるだけ

プリンでは︑同じレシ

で食感がこんなに変わるの

捧

チームを出し過ぎると水浸

いい状態なります︒逆にス

しになり︑逆効果になりま

ジュレで参考になる

プリンは既にしていま

のは︑プリンの焼き方です︒

山根

捧

プログラムの参考例

ますし︑自分でもできます︒

山根

すか︒

がたくさん入っていますの
そうですね︒

捧
中速です︒最初︑１７

０度で焼き始めて︑表面を

今後︑何かチャレン

に︑ファンのスピード調節

ベイキープロ
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子博が行われた︒私は最初

合が中心になり︑姫路で菓

という単語はない︒英語は
ＷＡＴＥＲとい

その①

の１つが橘の花である︒お

お菓子のシンボルマーク

片仮名も︑漢字の変形であ

は持っていない︒平仮名も

の単語を持っているが︑字

だきたい︒日本人は日本語

あることをまず考えていた

読みは︑中国の読まれ方で

五百年ほど前の古墳文化の

﹁かみなり﹂と言った︒千

神様が鳴っていると思い

いた︒ピカピカゴロゴロは︑

ものをみんな神様だとして

どう言うか︒当時︑色々な

ッと光る︒これを日本人が

バチという音がして︑ピカ

合うと静電気が起き︑バチ

い空気と暖かい空気が擦れ

なりという日本語に漢字を

られてしまう︒本来のかみ

ているから︑漢字に引きず

ほど﹁漢字を使え﹂と言っ

ならない︒しかし︑賢い人

考える時︑これを考えては

る︒だから︑日本の文化を

ている熟語は︑中国語であ

の漢字を組み合わせてでき

読みと言っている︒音読み

いう概念は無かったようだ︒

でき上がる当時︑お菓子と

の日本語が無い︒日本語が

音読みに合わせた同じ意味

が︑﹁ 菓 子 ﹂ と い う 漢 字 の

という言葉がある︒ところ

ても﹁食べ物︵たべもの︶﹂

物︵ し ょ く も つ ︶﹂ に 対 し

物︵たてもの︶﹂である︒﹁食

で︑同じ意味の日本語は﹁建

当てるとしたら︑神の下に

別の観点で考えると︑ヨ

菓子は︑日本語では

時代に︑中国から漢字が伝

ていただいている︒

菓子屋さんの中にも橘の紋

る︒漢字を平らかに︑なめ
らかにしたのは平仮名であ

全菓連斡旋図書

■日本菓子教育センター編集・発行

方と親しくお付き合いさせ

を使っている方がたくさん

﹁菓子﹂とは

いる︒私はＮＨＫの番組委
員もしているが︑今年の大

ーロッパの人たちにとって

お菓子とは何だろう︒甘け

鳴という字を当てる︒歌舞

伎の題材には﹁鳴神︵なる

わった︒我々の先輩が日本
語で言うかみなりを︑中国

る︒漢字の一部分だけ取っ
て音を表すために符号化し

河ドラマの井伊家の紋章は
橘である︒私の家の家紋も

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

第８回全国菓子工業組合連合会青年部近畿ブロ
ック大会・兵庫大会は田辺眞人氏︵園田学園女子
大学名誉教授︶を講師に迎え︑﹁お菓子の生活文

私は歴史の先生だが︑苔

少し批判的に見て︑人は十

化史を考える﹂をテーマに講演会を開催しました︒

の生えた盆栽のような歴史

分に来るのかと心配した︒

を鑑賞することに︑関心を
持っていない︒歴史あるい
そうしたら﹁菓子博に行く
ように協力してくれません

は文化の動きを活かした︑
地理の振興と観光の発展に

ればいい︒だから︑甘いス

て︑必要な糖分は食事のメ

か み ︶﹂ が あ り︑ 主 人 公 は

インが終わった後に︑デザ

の人がどんな字で書いてい

服︵ い ふ く ︶﹂ は︑ 衣 も 服

ートで取る︒従って︑彼ら

て使う︒一部分という３文

か﹂というので︑姫路でお

も漢字の音読みなので中国

の食べているデザートは凄

橘である︒普通は丸に橘だ

関心がある︒それでいろい

先輩は雷︵らい︶という文

語︒日本語では﹁着物︵き

く甘い︒

イートという形容詞をその

字を日本語のかみなりに当

もの︶﹂と言う︒﹁建造物﹂

が持ってきた木の花で﹁た

まま名詞に使い︑お菓子と

だということで︑片仮名と

てた︒

は中国語から来た外来語

じまのはな﹂ということか

こういうお話をしたのは

菓子や歴史の話をして︑菓

皆さん﹁お菓子﹂という

言っている︒平仮名も片仮

漢字を持っている日本で

時︑前方後円墳の堀の中に

ら﹁たちばな﹂と呼んだと

かみなり様である︒

子博に参加していただくこ

言葉を考えたことがあるだ

名も漢字である︒

の読まれ方は︑音読みと訓

小さな島を作って︑埋葬し

する説︒②柑橘類だから冬

るのか調べたら︑雨かんむ

ろな町に︑地域振興あるい

とをした︒すると︑菓子博

ろうか︒日本語には書き言

日本人は文字を発明して

仁天皇の九十年目の時︑田

た︒島の中で田道間守を祭

に実がなり︑いい香りがす

りの下に田と書いていた︒

は意見を求められている︒

に大きい反響があって︑か

菓子工業組合あるいは洋菓

葉と話し言葉がある︒書き

いない︒例えば︑空中で寒

道間守を常世の国に派遣

っている神社なので︑中嶋

る︒北風が吹く寒い冬︑す

字熟語は﹁ダ﹂の字で﹁一

一昨日は観光振興や地域の

なり黒字が出たそうだ︒兵

子業界の団体の方も入って

言葉は大体中国からの外来

こよ︶の国に遣わした︒﹁非

し︑非時香菓木実を手に入

神社と言っている︒現在︑

っくと立って香りを放って

片﹂という︒そこで漢字の

活性化のため︑大分に行っ

庫県菓子工業組合もこの黒

いただき︑私は菓子産業振

語を使っている︒漢字の音

時 香 菓︵ と き な ら ず ︶﹂ と

れさせようとしたが︑遠い

豊岡市のお菓子の神様とい

いる花というので﹁たちば

が︑うちは八角に橘である︒

てきた︒私は毎週︑ラジオ

字を県に託され︑県も２千

興資金の運営委員会の委員

じで﹁このみ﹂は﹁きのみ﹂

いう書き方だが︑読み方は

からなかなか帰ってこな

う神社である︒

な﹂と呼んだ説︒③高貴な

井伊家の紋章に井戸の﹁井﹂

関西で２時間お話ししてい

万円ほど足して︑まとまっ

長を引き受け︑菓子業界の

だ と 思 う︒﹁ く だ も の ﹂ は

﹁ときじく﹂と読む︒そし

い︒派遣してから九年目に

橘は中国語で﹁きつ﹂と

言う意味に使っている︒ク

るが︑スポンサーの中には

た金額にし︑兵庫県菓子産

語︑後付けの言葉である︒

木にぶら下がってできるフ

て﹁かぐわしいきのみ﹂と

天皇が死んだ︒昭和天皇で

読む漢字だが︑奈良時代は

﹁お菓子﹂という言葉は︑

サンフラワーや大分県がい

業振興資金をこしらえた︒

メ イ ン は﹁ 菓︵ か ︶﹂ で︑

ル ー ツ だ か ら﹁ く だ り も

書いてあるが﹁非時香菓木

さえ六十四年なのに︑千年

あの現象を表している︒こ

る︒

ルトガル語も調べたし︑韓

読み方は辞書に音読みで

の ﹂︒ 訛 っ て﹁ く だ も の ﹂

実︵ときじくのかぐのこの

以上も昔の天皇が九十九年

一部分を使い︑音を表す符

以前︑兵庫県菓子工業組

国では温かい水という言い

﹁か﹂と書いてある︒この

という日本語ができた︒日

み ︶﹂ を 手 に 入 れ さ せ よ う

という旗印と︑同じく丸に

また︑小さいころから不

方をする︒中国語にも湯が

字を訓読みで読むことはあ

本の言葉として︑中国の菓

とした︒ところが︑垂仁天

ッキングの時︑砂糖を使わ

思議に思い︑人に説明され

ない︒我々の先輩はどんな

まりないが﹁このみ﹂や﹁く

子に当てはまる単語は﹁き

ない欧米の人たちにとっ

てもいまだに納得していな

中国文字を当てたかという

だもの﹂である︒昔の人は︑

のみ﹂﹁くだもの﹂である︒

植物なので一般民衆の家に

菓も子も漢字の音読みなの

いことがある︒鍋に水を入

と︑さんずいに易を当てた︒

静かな山の中で﹁おーい﹂

太知波奈と漢字４文字で表

で中国語である︒例えば﹁衣

れて火にかける時︑日本語

﹁ 湯︵ と う ︶﹂ で︑ 中 国 で

と言えば︑木の魂が向こう

も治めたのは︑当時の記録

の文字は中国文字で︑雷︵ら

で﹁湯を沸かす﹂という︒

温かいスープの意味だ︒高

皇九十九年の秋七月に﹁纏

い︶である︒そこで我々の

おかしい︒湯だったら沸か

級な中華料理屋には︑湯の

つまり︑日本ではフルーツ

号に使っているこの文字

す必要はない︒水を湯に沸

から応えてくると思い﹁き

は︑漢字の一片を使った字

かすのである︒ところが日
ついたメニューがある︒そ

橘の紋所が出てくる︒

本語では﹁湯を沸かす﹂と

植えられていることは珍し

く︑普通の民家の木とは違

して︑たちばなと読んだ︒

う︒立派な建物を﹁館﹂と

が曖昧で︑延ばしてしまっ

橘という言葉は︑今は柑橘

向 珠 城 宮︵ ま き む く の み

類の一種の限定された名前

がお菓子であった︒

たのだろう︒本当にそうい

いう字を書いて﹁たち﹂と

の た ま ﹂︑ 母 音 が 少 し 変 わ

う事があったのかわからな

呼び︑その﹁たち﹂に植え

の字を当てざるを得なかっ

や ︶﹂ で 崩︵ か む あ が り ︶

だが︑古い日本語では柑橘

られる木の花だから﹁たち

いう︒もっとおもしろいの

した︒﹁まきむく﹂は地名で︑

類全部である︒今の狭い意

り﹁こだま﹂と言った︒同

いが︑兵庫県の北部の人た

味で言う橘は︑ほぼ原産に

たことは︑日本の湯という

ちが大陸に渡り︑香りのい

ばな﹂と呼んだ説︒④香り

言葉に当てはまる中国文字

ここの御殿で天皇は死んで

い柑橘類の苗を持って帰っ

を立てる花というところか

は﹁ 湯︵ ゆ ︶﹂ と い う 単 語

しまった︒垂仁天皇が亡く

近い形で︑かなり早くから

ら﹁たちばな﹂と呼んだ説

は音が１つで︑組み合わせ

編纂千三百年だった︒少し

なった翌年春三月一日に︑

日本で栽培されていたが︑

が無かったからだ︒

遅れてできたのが﹁日本書

たことが︑物語化されたと

昔はみかんの類の木の実︑

などがある︒

たものではない︒純粋に物

紀﹂である︒古い時代だか

田道間守は常世の国より帰

垂仁天皇の墓は︑西ノ京

思う︒

さらに広げ︑フルーツ全般

ＨＯＴ

菓子という言葉

菓子も漢字音読を組み合

ってきた︒古事記や日本書

の唐招提寺の薬師寺の近く

をこの名前で呼んだ︒

わせている︒つまり︑中国

ら︑言い伝えられるうちに

紀がそのまま信じられない

に︑大きな前方後円墳があ

の名前を表す︒いろいろな

結構︑曖昧になっている︒

理由は︑当時の天皇が九十

る︒田道間守が亡くなった

国の人に﹁あなたの国の言

垂仁天皇の時代には︑お菓

年間も国を治められるはず

最古の記録
﹁古事記﹂または
﹁日本書紀﹂
フルーツに関する最初の

子が出てくる︒垂仁天皇九

がない︒書いてあるのは垂

外来と思われる熟語と同じ

記録は︑日本で最も古く書

十年︑春二月の１日に天皇

葉で︑湯をどう言うか﹂と

かれた﹁古事記﹂にある︒

は田道間守に命じ︑常世︵と

意味の日本語はない︒

西暦七一二年にできたの

聞くが︑日本語以外に﹁湯﹂

で︑今から５年前が古事記

次号に続く︒

菓 子 の﹁ 子︵ し ︶﹂ は 小

橘の語源は︑①田道間守

さい子どもに付ける追記

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）

田辺 眞人氏（園田学園女子大学名誉教授）

う︒ドイツ語︑フランス語︑

定価：3,050円（税別）

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

お菓子の生活文化史を考える

トルコ語︑スペイン語︑ポ

定価：3,500円（税別）

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

決定版 和菓子教本

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～
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色と挽茶色（各約 ｇ

☆この製品は菓名、仕上げ

上げる。

さい。

ことができます。お試し下

の色、焼き印を変えること

てトヨ型に敷き込み、きん

⑤冷却後、３㎝にカットし

とん餡を流して冷却する。

より出して底紙をはがして

げる。

でその上に平らに絞りつゆ

④蒸し上げた生地を羊羹舟

地をハケ塗りする。

る。

…………７００ｇ
着色する。

③絞り袋（平口金Ｎｏ・３）

挽茶色のかるかん生地で

②羊羹舟にセパレートを敷

により色々とアレンジする

【工程】

き込み、２色のかるかん生

て、楓の焼き印を押して仕

（かるかん生地）

冷却し、１／２にカットし

木々の紅葉した葉を表し、

①同割すり芋に上白糖を加

分で蒸し上

栗入りの半小豆きんとん餡

え麺棒で良くすり混ぜ粘り

取りをして約

を流し合わせ秋の景色を表

を出す。

※２色の生地をムラなく塗

現してみました。

②水を徐々に加え混ぜ、卵

に
)

【配合】トヨ型２本分

教師

（黄味かるかん生地）

福本 圭祐

る。まるで錦の反物を広げ

黄を加えすり混ぜる。

日本菓子専門学校

たように山々は色とりどり
同割すり芋………１４４ｇ

秋景色 （仮称）
に染まっていく。華やかで
※卵黄の色が薄いようであ

この時期になると赤や黄
ｇ
れば黄色素で補色をする。

上白糖…………………
㎖
③かるかん粉、上用粉、イ

明るい春とはまた違った趣

ｇ

色に色づいた木々達は風に

卵黄……………………
スパタ、種助を加え手早く

水……………………約

ここでは黄味色、朱色、
ｇ

である。

葉は、はらはらと舞い落ち
かるかん粉……………
混ぜ合わせる。
（きんとん餡）

上用粉…………………
イスパタ…………１・１ｇ
①手鍋に水、粉末寒天を入

㎝羊羹舟

②グラニュー糖、トレハを

れ、火にかけ加熱溶解する。

種助………………１・７ｇ

×

※黄色素で補色
※

茶のかき氷を提供されてい

寶月堂の後継ぎ桑田夫妻

店舗データ

は、新しい取り組みにも熱

レモン・苺・甘酒・抹

亀にちなんだ御菓子を多く

丸亀の栗まんじゅう

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

香川県菓子工業組合青年部に所属している、丸亀
のお店を二軒紹介します。
うちわ作りで有名な丸亀市は、香川県で２番目に
大きな街で、日本一高い石垣を誇る丸亀城があり、
古くから金毘羅山の参拝口として栄えた、歴史を感
じる城下町です。

おかげさまで一世紀、丸亀の老舗

だいており、自家製漉し餡

ました。桑田さん曰く、こ
寶月堂さんは大正６年創

石高六万石にちなんだ代表

ことでした。讃岐丸亀藩の

財として申請しているとの

亀 う ち わ 煎 餅 」「 う ち わ の

その他に「京極さま」
「丸

品な味わいの御菓子です。

はさんだ、歴史観溢れる上

結の焼印を押した最中種で

月堂さんが「栗饅頭」発祥

屋が作っておりまして、寶

は、丸亀のほとんどの菓子

細長い形状をした「栗饅頭」

辺りの地域で馴染みのある

提供出来るスペースを設け

季節ごとに出来立ての物を

た。新たな取り組みとして、

が最優秀賞に選ばれまし

品コンクールでは「辛糖」

え、地域の生活に常に寄り

菓子のエッセンスを店に加

つ、時代に沿った新しい和

た伝統や技術、味を守りつ

れまで先祖が守り続けてき

加え加熱溶解する。

年度のかがわ県産

業で、今年が１００周年に

銘菓「六万石」は、丸亀藩

③白並餡、こし並餡を加え

心で、

④刻んだ蜜漬け栗を加え煮

なります。１００周年を機

主京極家の末裔にあたる方

（栗入りきんとん餡）

手掛けています。またこの

詰め上がり重量まで煮詰め

に新しく店舗を改装されま

添える菓子屋を目指してい

粉末寒天…………１・８ｇ

を求肥で包み込み、四ツ目

ｇ

る。

した。創業当初の建材を生

ており、取材時（８月）は、

寶月堂

ｇ

⑤上がり際にハローデック

の店だそうです。

加熱溶解をする。

ｇ

スを加え混ぜ合せる。

町サブレ」「銘菓まるがめ」

ｇ

くと仰っていました。

から由緒ある家紋「四ツ目

地元素材を生かした、桃・

リー・バナナの大福など、

かした改装施工で、特に隣

後継ぎである桑田夫妻

どれも土地柄を感じとれる

（仕上げ）

が入った漉し餡を黄味練り

季節にもよりますが常時

でも餡の種類は

のお店で、いちご大福だけ

甘月堂さんは大福も人気

最中「丸亀そだち」や、丸

り、プリン大福・ブルーベ

です。うちわを意匠とした

亀藩の旗印にちなんだ菓子

種類もあ

「立鼓」・「うちわ所」と、

種類豊富な大福

ら作り続けている代表商品

甘月堂の矢野社長

の「丸亀城」は、大きな栗

甘月堂

商品でした。

「丸亀お城もなか」と、丸

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

年

皮で包んだ焼きまんじゅう

結」を特別に使わせていた

水…………………２００㎖
グラニュー糖…………
トレハ…………………

丸亀市米屋町 16 番地

の洋館は丸亀市の指定文化

白並餡……………２８２ｇ

ハローデックス………

元旦のみ

定休日

0877-23-0300

話

電

ｇ

揺れ、カラフルに色づいた

50

①かるかん生地の一部を朱

蜜漬け栗（刻み）…１７６ｇ

小豆並餡………………

15

創作大福でお客様を笑顔に

甘月堂さんは、昭和

創業のお店で、創業当初か

甘月堂のお菓子

店舗データ

・田村正太郎

・四国ブロック長

全菓連青年部中

下さい。

非ともお立ち寄り

にお越しの際は是

れています。丸亀

せた店づくりをさ

客様の嗜好に合わ

に時代の流れやお

に喜んでもらう為

菓子作り、お客様

し地域に根付いた

二軒のお店とも丸亀を愛

でおります。

種類くらいは店頭にならん

20

36

寶月堂（ほうげつどう）

丸亀市浜町 3-8
電 話 0877-22-4889
定休日 毎水曜日
第 1・3 火曜日

16

甘月堂（かんげつどう）

18

煮詰め上がり重量

28

51 35 24 77 83
16 15 46
70

話 ０３－３４００－８９０１
電

24

秋景色

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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