月

日︑農畜産業振興機構において開催され

る推定出回り量は︑９月が

れている︒消費量に相当す

○平成

水準を超えている︒

と言われているので︑この

年度のバター輸入・売

・売渡スケジュール

年度のバター輸入

前年同月を４％上回る水準
になった︒ただ４〜９月全
体では３１︐４５２㌧で８

渡を実施しており︑市中へ

年

の出回り状況もまとめてい
年度に入札し︑

年度の数量は１万３

７・１％減の状況︒輸入量

３︐３３０㌧で前年同月比

バターの生産量は９月に

をポンド・シートに注力し

入で代替えし︑国産の生乳

った︒大手乳業はバラを輸

シート等は４・７％増にな

にお菓子屋で使うポンド・

５㌧が流通される︒併せて

まで輸入バター３︐２６２・

結果︑出回る数量は９月末

いる状態︒これらの入札の

なので一部不落札が生じて

ている︒国内の在庫は十分

千㌧で︑入札を毎月実施し

え︑

度に流通する約５千㌧に加

る︒

％前年を下回る水準だ︒

社︶

○バターの需給表︵乳業メ
ーカー等の

量だが︑バラは９月が前年

バターの種類ごとの生産

る︒

少幅は縮小傾向になってい

月と減少しているものの減

月の需要量水準を超える

在庫量は十分にあり
〜

乳製品需給等情報交換会議が

月の３ヶ月の需要量７千２百㌧の水準を超えており︑十分にある︑と説

た︒会議では同機構より︑お菓子屋でよく使われるポンド・シートの在庫量は︑
〜

同月に比べ

万㌧で前年と比べ１００・

は毎月入札を実施している

ていただいている︒月末在

％強減少︑主

○バターの需給表

２％となり︑消費は順調︒

ものが順次入って来てい

庫量はポンド・シートが前

明された︒

乳製品向け処理量は︑全体

る︒推定期末在庫量は９月

年同月 ・４％の在庫水準︒

る︒用途別処理量の状況で

万６千８百㌧で前

末時点で２７︐８５９㌧と

は︑牛乳等向けは９月が

なる︒全体から言えば︑ま

として

ほぼ前年並みの在庫水準を

・２％と

より﹁バターの需給及び輸
だ前年同月比１００は下回

年と比べると２・２％減︑

生産量は

強で前年同月比

入状況について﹂次のよう
っているが︑徐々に回復傾

内訳だがクリーム等向けは

会議は農畜産業振興機構

な説明があった︒

万５千㌧強にな

向にある︒北海道の９月の

理量の推移

・シートの在庫量は︑前年

が︑ 年度に入札し︑在庫と

月には２︐７１２㌧の輸

した輸入バターも売渡入札

の９月がその前の年と比べ

消費量はポンド・シートが

になり︑過去から見てもあ

ると ・３％増だったので︑

維持している︒これは２年

り︑前年９月より１００を

で引き続き需要は好調︑チ

る程度︑在庫がある状況だ︒

十分にある︒

万８千㌧︑１００・１％

生乳需給だが９月には特

ーズは３万４千㌧で

これをひと月あたりの消費

を実施している︒この結果︑

割り込んでいた水準を超え

％︑脱脂粉乳バター等向け

量に換算すると４・６か月

４割近く増加した︒ポンド

るまでに回復した︒都府県

は８万４千㌧で５・５％減

％増

徴があり︑夏の暑さで生乳

は前年同月

の状況にある︒ただ︑前年

入バターが市中に出回る︒

月末までには︑７︐３７

６㌧の輸入バターが国内に

流通すると計画している︒

については︑市況は落ち着

○卸売業者

声がある︒

欲しい︑価格が高いという

ない︒ただ︑国産バターが

こないので︑心配はしてい

前の在庫水準よりも

生産量が減少し︑夏休みも

続き︑前年割れの状況︒た

月の需要量は７︐２００㌧

流通させる取り組みを行っ

いている︒業務用バターに

○消費者団体

ないという話題は聞こえて

ている︒現在︑ポンドバタ

ついても︑大きな変化はな

に出席して︑バターの需要

・４

終わり学校給食が開始する

だ︑７︑８月と比べると減

分の在庫が９月末で保有さ

・８％と引き

と生乳需給が最も逼迫する

同月に比べると７月８︑９

増えている︒

ーについては︑必要な在庫

い︒国産のバター・脱脂粉

の３ヶ

時期といわれている︒９月
少幅は︑やや縮小傾向にあ

冷蔵から冷凍に切り替えて

価格は加塩バター２００

量を満たしている状況であ

乳については︑需要に応じ

〜

万㌧

以降はほぼ平年並みという

の生乳生産量だが︑

店︑京阪

ｇの平均販売価格︵税抜︶

る︒家庭用バターの見通し

に着目し︑京浜

は︑直近で３９６・５円︒

について︑主要各社に聞き

○輸入バターの最終需要者

る︒直近では

昨年に比べると３・４％上

通しであるので︑今後需要

年よりも若干増加させる見

取りを行ったところ︑対前

○菓子業界

いても注視していきたい︒

的な乳製品の需給動向につ

た供給に専念したい︒国際

た︒

て迎えられることを確かめ

が増えていく時期を安心し

日

が増えても︑需給の混乱は

︵岩手県菓子工業組合員︶

〜

起きないと思う︒

▽黄綬褒章＝井上賢氏︵兵

月

○中央酪農会議

○Ｊミルク

︵業界関係受章者︑順不同︶

庫県菓子工業組合理事長︶

家庭用バター

に実施したところ︑１００

がっている︒

生産は回復してきており︑

北海道︑西日本︑東日本と

▽旭日小綬章＝飯島茂彰氏

状況︒

バターの落札者に最終需要

店舗すべてでバターが販売

販店や小売店を調査してい

者までの流通販売計画を提

されていた︒９月より毎週

今後も増加する見込み︒ま

もに涼しかったため︑先月

︵元︵一社︶全国ビスケッ

今年に入ってから︑輸入

出してもらっている︒４〜

た︑都府県については減少

公表した我々の見通しに比

▽黄綬褒章＝谷﨑勉氏︵徳

今日の会議

９月で一番多いのが９８０

末調査しているが１００％

傾向であるが︑関東および

べて︑生乳生産量が多い状

ト協会会長︶

島県菓子工業組合員︶

目は製菓関係者９１６㌧で

・８％という状況

・６％︑３番目が製パン
関係者

になった︒

販売状況

北海道の

意見交換より

た︒

東北が前年度を若干下回る

▽旭日双光章＝北條正明氏

平成

年秋の叙勲褒章

▽旭日双光章＝小松務氏

事長︶



バターが足り

○小売店におけるバターの

程度で頑張っている状況︒

況である︒また︑用途別の

︵神奈川県菓子工業組合理

この分が

全国６７０店舗の小売店

月の最

仕向け量については︑若干

店舗に表示されてい

のバターの販売状況だが︑

○日本乳業協会

ではあるが︑乳製品向けが

は︑

店頭でバターが陳列され

○バターの店頭調査の結果

年度はじめは小売価格改定

需要期に向けて︑３年前よ

９月以降は︑

ているか︑欠品があるかと

り︑ポンドバターについて︑

２面に続く︒

・２㌧の自社使用で︑落札

陳列されている︒店頭で﹁お

店︑計１００店舗の量

月は需要期に差しかかる

○生乳生産量及び用途別処

バターの需給及び輸入の状況について
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もあり︑過去２年よりも多
なＮＢ

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。

TEL.06-6307-7331

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

FAX.0283-23-5401

TEL.0283-23-7331

栃木県佐野市村上町903

29

者自らが使用している︒中

神

28

一人様一点限り﹂が表示さ

19

れているかという調査で

までの流通販売計画

10

10

35

めに販売されていた︒６月

15

品目︑ＰＢ５品目

13

いう調査をしている︒主要

10

TEL.03-3851-7331

86

22

・９％で︑２番

12

97

身は大手乳業の方が主体︒

10

12

10

31

99
61

36

29

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

39
22

34

本社工場

http://www.namisato.co.jp

31

29

28

29

12
10

10
58

98
12

URL

12

13

26

10
16

15

第944号
（平成29年11月）
● http://www.zenkaren.net/

バ タ ー
32

発行人

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

第944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）

（１） 平成29年11月15日

みによる理事長会議の開催

引き続き︑各県理事長の

終了しました︒

とすることを決定し会議を

た︒

かな懇親の場が持たれまし

事長の乾杯の音頭でなごや

つけて頂いた大窪幹夫前理

執り行われ︑懇親会に駆け

要な役割を担っている︒

務め︑技能伝承において重

術講習会や大学等で講師を

能を有している︒これまで

を最上の状態に仕上げる技

は一切妥協せず︑常に生地

る︒パンの仕込みにおいて

レット・デロワを改良し︑

た︑クレームブリュレやガ

等の新商品を考案した︒ま

レート︑クレームアンジュ

七十二歳︑和

界関係者︵順不同︶
髙家昌昭

十五歳︑パン・焼菓子・洋

粉の開発にも貢献した︒

育て︑フランスパン用小麦

に一五〇名を超える弟子を

事功労勲章を授与された︒

能となり︑フランスより農

国内の洋菓子店で販売が可

日本を代表するパティシエ

として︑全国の洋菓子コン

七十歳︑パン・

クール等で審査員を務め︑

島田進

焼菓子・洋生菓子・チョコ

製菓学校・調理師学校の講

レート製造工︑㈲パティシ

エ・シマ︑フランス菓子の

ほとんど知られていなかっ

力した︒全国にフランスパ

師として後進の育成と業界

長年京菓子作りに従事︑特

た︒９月末時点で１３︐５

３万４千㌧の入札が完了し

の発展に尽力している︒

日本市場向け製造開発技能

に干菓子に精通し︑国内外

並みに推移している︒これ

に卓越しており︑生チョコ

同制度は現在︑伝統芸能

で高い評価を得ている︒ま

は消費量４・７か月分に相

ランスパンの神様と呼ばれ

ンブームを巻き起こし︑フ

たフランスパンの普及に尽

和四〇年に来日し︑日本で

生菓子製造工︑㈲ビゴ︑昭

BIGOT PHILIPPE CA
MILLE ALPHONSE 七

後︑会場を移して懇親会が

年度

﹁現代の名工﹂に対する卓

から最先端技術までの様々

脱脂粉乳の需給表だが︑

越技能者表彰式を挙行した︒ 干菓子製造工︑㈱塩芳軒︑

技能者いわば﹁現代の名工﹂ た︑南蛮菓子の一つである

な分野で最高の水準にある

有平糖の製造においては比

１面より続く︒

新潟市＝白野製菓店︑▽名

＝オーランドフーズ㈱︑▽

賢︑▽奈良県＝白井章介︑

野間耕三︑▽兵庫県＝井上

彦︑辻井健蔵︑▽大阪府＝

イドルつるかめ︑▽長野県

▽福井県＝鶴寿庵淀屋︑ア

石川県＝森八専光寺工場︑

ＣＡＦＥ荏原アトリエ︑▽

１月に国の輸入の判断で

いただいた１万３千㌧と５

月の２万１千㌧で︑今年度

月末までに２２︐９

グルトなどは引き続き好調

３６トン︑３月末までには

る予定︒

３万４千㌧が国内に流通す

年度の脱脂粉乳輸

食生活文化賞授賞式

司︑▽大阪市＝岸谷正純︑

和夫︑▽名古屋市＝安田里

田県＝湊屋啓二︑▽山形県

奥寺一夫︑佐々木勇︑▽秋

森県＝山﨑進︑▽岩手県＝

▽北海道＝坂井文雄︑▽青

食品衛生功労者

岡市＝山田和久

▽広島市＝西村政晴︑▽福

夫︑▽京都市＝中林房敏︑

髙島實︑▽横浜市＝島田敏

県＝斉藤俉郎︑▽千葉市＝

▽福岡県＝鶴清彦︑▽大分

み︑▽愛媛県＝中野聖征︑

野ベーカリー︑▽徳島県＝

堂製菓㈱︑▽鳥取県＝㈲日

県＝社菓庵末永︑港や︑隆盛

品製造㈱第二工場︑▽兵庫

府＝多田製菓㈱︑リボン食

本舗㈱中西永生堂︑▽大阪

場︑▽滋賀県＝近江あられ

おやつカンパニー久居工

松河戸工場︑▽三重県＝㈱

ることが要求される︒同顕

と識見が優れかつ高潔であ

たっては︑被顕彰者の人格

って設けられた︒選定にあ

たたえ社会的地位向上を希

方々を発掘し︑その功績を

向上発展に貢献している

分野において食生活文化の

同顕彰は広く食に関わる

活文化賞授賞式を挙行した︒

野精養軒で平成

り﹁ す ご い も の 博 ２ ０ １

水戸市

学校︶︑ＡＤＥＫＡ食品㈱︑

氏︵専修学校日本菓子専門

伊原靖友︵㈱Ｚｏｐｆ︶

・製パンの部



入・売渡スケジュール

○平成

に推移している︒

乳製品需給等情報交換会議より
○脱脂粉乳

３７０㌧となり︑前年同月

勝︑▽福岡県＝金森弘光︑

古屋市＝川村屋本舗︑▽京

奥田榮作︑▽岡山県＝三宅

桐山健一︑山村康幸︑▽堺

＝佐々木武夫︑笹木秀雄︑

食品衛生優良施設

サントノーレ川下︑▽高知

彰の菓子関係受賞者は次の

７﹂︑城山公園︑松山市

厚生労働大臣賞

月

日︑菓子技術講

日︑菓祖神祭︑

習会︑講師・岩崎真岳

月

椎宮八幡神社境内菓祖

日〜

日︑えひ

中嶋神社︑徳島市

月

日︑神奈川県菓

め・まつやま産業まつ

月

全菓連斡旋図書

■日本菓子教育センター編集・発行

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

開
催

など

進捗
報告

全菓連関東 甲 信 越 ブ ロ ッ ク 会 議
菓子業界組合員専用計算ソフト


は︑小規模事業者を対象と

ＡＣＣＰの制度化について

その後議事に入り︑全菓
する一般衛生管理を主体と

状が授与されました︒

した衛生管理計画︵基準Ｂ︶

日︑関東甲信越ブ

連近況報告では︑栄養成分

作成の手引書について他の

月

表示のための菓子業界組合

ロック会議が長野市におい

員専用計算ソフトについ
厚生労働省は平成

﹁現代の名工﹂表彰

開催県である長野県菓子

団体とも協力しながら作成

て開催されました︒

工業組合清水隆雄理事長の
て︑年内には予約注文のた
を進めており︑

ととしている︒いずれにし

肩する者のない技能・知識

は厚労省の技術検討委員会

菓子業界から３名受賞

歓迎挨拶︑ブロック幹事長
めのチラシを配布し︑年明

ても︑組合員の皆さんがこ

を表彰することにより︑広

けから７月末まで事前予約

月中旬に

である茨城県菓子工業組合

布の予定で進めている︒５

の制度変更にきちんと対応

く社会に技能尊重の気運を

１０㌧が国内に流通してい

面澤義昌理事長の挨拶︑全

０００本の販売を前提に︑

できるように検討を進めて

当する︒推定出回り量も︑

る︒

との事前意見交換を行うこ

一般の市販ソフトが約４万

いる等の報告がありました︒

９月は生産量７︐０７４㌧︑

ほぼ前年度を上回り︑ヨー

月にはソフトの配

名の

拶︑三重県菓子工業組合岡

円／１本のところ︑事前予

を有する︒有平糖は茶道と

在庫水準が９月末で５３︐

受付︑

出席者紹介の後︑組合功労

約分は１２︐０００円／１
浸透させ︑地位向上に資す

共に発展し︑京都では不可

菓連齊藤俊明理事長の挨

者に対するブロック幹事長

その後︑ブロック会の事

ることを目的としている︒



表彰が行われ︑対象者７名
本︑その後は１４︐０００
業報告・収支報告が了承さ

幸男理事長の挨拶︑

を代表して当日出席されて

れ︑次回開催地を神奈川県

欠である︒また︑全国の技

円／１本を予定していると

年度表彰の菓子業

の説明があった︒また︑Ｈ

平成

いた神奈川県菓子工業組合

▽東京都＝ＴＯＲＡＹＡ

重松国昭︑▽佐賀県＝片淵

都市＝㈱進々堂本社工場︑

市＝河合千秋︑▽神戸市＝

▽福島県＝月田和行︑▽群

▽岩手県＝小笠原菓子舗︑

県＝㈱こみベーカリー︑▽

通り︒順不同︑敬称略︒

子工業組合開発商品

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

副理事長佐野富男氏に表彰

巽典生︑▽滋賀県＝瀬古勝

辰男︑▽熊本県＝飯田哲︑

▽堺市＝日清シスコ㈱



食品衛生表彰
▽宮崎県＝長峰申茂︑黒木

菓子関係者多数が受賞
薫︑▽鹿児島県＝小城年久︑

座で開かれ︑菓子関係者多数が食品衛生功労者及び

片山寛延︑▽熊本市＝浅井

馬県＝上村秀夫︑▽埼玉県

横澤パン店︑▽宮城県＝日

宮崎県＝ミツル・プラス㈱︑

食生活文化賞

﹁千寿﹂技術講習会︑横浜

︵一財︶日本食生活文化財

食品衛生優良施設として︑厚生労働大臣賞ならびに

茂宏

＝川田進︑増田忠︑▽千葉

東コーン㈱仙台工場︑▽秋

▽川崎市＝リリエンベル

・洋菓子の部

市技能文化会館︑横浜市

＝㈱桜井甘精堂︑▽愛知県

日本食品衛生協会会長賞を受賞した︒同表彰の会で

食品衛生優良施設

県＝川嶋正明︑周東良廣︑

田県＝パン工房かつた︑▽

グ︑▽神戸市＝敷島製パン

木村成克︵パティスリー・

亮三︑▽山口県＝岡野喜久

厚労省︑︵公社︶日本食品衛生協会主催による第

▽千葉市＝宮島淳郎︑柳橋

厚生労働大臣賞を受賞された食品衛生功労者は二〇

▽青森県＝サンミッシェ

▽東京都＝髙橋延芳︑関根

山形県＝菓遊専心戸田屋正

㈱神戸工場︑▽北九州市＝

ラ・ヴィエイユ・フランス︶

日本食品衛生協会会長賞

日︑東京・明治

七名︑同優良施設は一〇五施設︑日本食品衛生協会

ル︑▽宮城県＝学校給食パ

義彦︑杉浦信男︑▽新潟県

道︑▽福島県＝安積野菓子

ケーキハウスみのりの森︑

月

会長賞を受賞された食品衛生功労者は三三六名︑同

ン宮城協業組合︑▽埼玉県

＝河上德明︑▽山梨県＝岩

処平田屋︑▽茨城県＝亀印

▽福岡市＝博多蜂楽饅頭

回﹁食品衛生表彰の会﹂が

優良施設は二一五施設であった︒受賞された菓子関

＝㈱ロッテ狭山工場︑㈲新

﨑德雄︑▽長野県＝笹沢美

製菓㈱︑▽埼玉県＝㈱米菓

行事予定

▽東京都＝青野信次︑池田

井製パン工場︑▽福井県＝

昌︑松本幸雄︑▽岐阜県＝

桃の家︑▽千葉県＝三原屋︑

年度食生

幸廣︑▽長野県＝吉野滿︑

山崎製パン㈱京都工場久御

知県＝早川勝博︑鈴木憲一︑ ㈲菓匠木津屋︑▽京都府＝

▽岐阜県＝福田勝彦︑▽愛

山事業所︑▽兵庫県＝くる

野村紀夫︑▽静岡県＝森田

日︑東京・上

食品衛生功労者

▽三重県＝柳瀬幸長︑▽滋

みや本店︑三立製菓㈱兵庫

紀︑和久田清︑▽三重県＝

月

▽青森県＝小田原勉︑栁谷

賀県＝木下行雄︑▽徳島県

工場︑▽和歌山県＝㈱たに

団では

一雄︑▽岩手県＝扇田浩一︑

＝長﨑茂︑▽香川県＝森博

ぐち和歌山工場︑▽千葉市

＝日乃出軒︑㈱タクマ食品

▽宮城県＝三浦久義︑▽秋

章︑▽愛媛県＝中西文貞︑

一郎︑▽徳島県＝鶴和さと

田県＝塚本正︑▽茨城県＝

濵田耕治︑▽高知県＝藤本

係者は次のとおり︒敬称略︒

岡本保範︑▽埼玉県＝齊藤

19

決定版 和菓子教本

11

憲章︑▽千葉県＝刈込浩一︑

16

17

18

24

定価：1,429円（税別）

12

11

11

11

11

29

10

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

定価：3,250円（税別）

茨城

徳島

愛媛

神奈川

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

26

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～

10

29

11

29

38

10

29

26

平成29年度
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（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第944号

「中小企業等経営強化法」

れる人は？

◎税制の支援措置を受けら

紹介している。

関の支援情報・支援政策を

イトのミラサポでは公的機

談が受けられる。ウェブサ

認定を受けるには？

◎中小企業等経営強化法の

定される。

地域で対象となる業種が限

附属設備については、一部

合、器具備品、工具、建物

た、固定資産税の特例の場

組合は対象にならない。ま

行う。

までは、次のような流れで

る。

最寄りの地方農政局等にな

る簡潔な内容となっている。

に向けた取組などを記載す

性などの目標、経営力向上

２～３枚程度で、労働生産

計画の申請様式は、実質

た設備の取得額の全額を即

①即時償却→新規に取得し

できる。

次のいずれかを選択適用

（中小企業経営強化税制）

２．法人税・所得税の特例

る。

３年間、１／２に軽減され

取得設備の固定資産税が

１．固定資産税の特例

◎支援措置の内容は？

④経営力の強化を実現

ること。

の要件に該当する設備であ

でに、新規に取得した別表

いて、２０１９年３月末ま

認定を受けた計画に基づ

◎対象となる設備は？

枠の拡大など

保証協会による信用保証の

中金による低利融資、信用

日本政策金融公庫や商工

３．その他の金融支援措置

億円以下の法人は７％分

類、要件などが異なる

税）の場合、対象設備の種

営強化税制（法人税・所得

場合の要件で、中小企業経

右記は固定資産税特例の

からなる団体〝機械工業会

であること（機械メーカー

平均１％以上向上する設備

生産性が旧モデル比で年

の期限となるので注意する。

各企業の事業年度末が認定

場合は、１月１日ではなく

（即時償却・税額控除）の

中小企業経営強化税制

る。

画の認定を受ける必要があ

日）前までに経営力向上計

資産税の賦課期日（１月１

また、経営力の強化実現

等〟が発行する証明書を添

ない可能性があるので、極

請は、年内に認定が得られ

◎問合せ先

力早期に申請をしていただ

農林水産省食料産業局企

付する必要がある。証明書

◎申請についての注意事項

画課０３（６７４４）２０

は、購入された販売店に依

経営力向上計画に基づく

く。

販売開始から一定期間内

固定資産税軽減措置を利用

頼する）。

に販売されたものであるこ

※資本金３千万円超

生産性向上を図る中小企業者の

に基づき「経営力向上計画」

等経営強化法に基づき経営

①経営力向上計画の作成、

と（最新モデルである必要

６４

はない）。

する場合は、遅くとも固定

除

よる日本政策金融公庫、商

の認定を受けた中小企業者

力向上計画を作成し、国か

金融支援措置など

設備投資を応援

工中金の低利融資

（食料品製造業、食料品卸

ら認定を受ける。認定され

な支援を受けられる。

計画作成については、認定

○税制の支援措置が受けら

売業者、小売業者など）で

※農事組合法人、農業協同

経営革新等支援機関でサポ

れる

あり、資本金または出資金

拠点」で経営上の悩みの相

農林水産省では現在、生

ートを受けることも可能。

同法の認定を受けた場

月に入ってからの申

産性向上を図る中小企業者

具体的には「新製品の開

合、固定資産税の特例や法

新規に取得した設備の取得

時償却

③機械装置などの取得につ

証明書等の取得

した場合に、固定資産税が

％分（※）の税額控

％（※）の税額控除→

常時使用する従業員数が千

②

人以下の個人事業主等が対

②地方農政局長による認定

○設備投資等の補助金の加

額の

12

1

間事業の一つとしてマイス

島根県菓子工業組合の年

れ又、ＰＴＡ活動でも口コ

より新しい赴任先で要請さ

です。年々、先生の異動に

親子活動で

名の参加があ

器用に作業をしています。

て、初めて手にする道具で

に講師の話を真剣に聞い

うですが、作っているうち

で、最初は戸惑っているよ

際に手にする機会が無いの

毎日使う道具を見たり、実

強をしています。また、事

のお菓子になった歴史の勉

伝来してきて、今の様な形

材料勉強やお菓子が日本に

スターの方々もお菓子の原

で、指導するにあたりマイ

指している生徒もいるの

るようです。将来職人を目

えると良いと思います。

洋菓子に興味を持ってもら

います。授業を通して和・

あったお菓子の研究をして

たり生徒の要望とか年齢に

ています。指導をするにあ

分の経験談の話をしたりし

かというのが多いので、自

県下の子供たちに実技指導

ター派遣を開始して３年目

ミ等で派遣要請が多くな

前に生徒からの質問のなか
校の

に何故菓子職人になったの

月現在

ったり・食文化コースの高

り、今年は

校生が将来の仕事としての

名が登録

申し込みがあり、来年の１

子のマイスター

しています。対象は小・中

実技指導・文化祭に出店す

局・高島佐枝子

和菓子講習会を開催

•••••••••••••••••••

月・２月も申し込みがあり

菓子を知る勉強の一環とし

る為の商品開発や松江のお

・高校です。島根県は東西

参加者は職人の方が実際

ます。

ての授業など、目的は様々

は、毎年恒例の和菓子講習

愛媛県菓子工業組合で

血糖値が上がりにくい砂糖

る生地で栗絞り、さらに、

えひめすごいもの博にも参加
少ない為に皆さんは日々大

和菓子講習会

合では、毎年

月に行われる、

えひめすごいも

の博に参加をし

て、県内のお菓

子を販売してお

ります。

今年は、四国

の中嶋神社の秋

の大祭と日にち

が重なってしま

い、参加されな

いお菓子屋さん

もいますが、県

下のうまいもの

が一堂に会する

大イベントで、

子屋さんも数多くおられま

忙しです。お菓子の作り方

す。

参加されるお菓

和菓子を参考にして、皆さ

を使った蒸しカステラで、

んのお店の和菓子に取り入

少子高齢化、後継者不足

会を開催しました。

春向きの和菓子になります

でお菓子屋さんも年々減少

だけではなく、特に高校で

が、若萌を一つ。さらに、

れて、また新しいお菓子を

していますが、若い後継者

月に愛媛

国体が開催されるため、繰

寒天を使った滑らかで甘み

創作していって頂いたらと

して物づくりという選択肢

り上げて８月の下旬に行い

思います。

があるというような話をし

の少ない和風プリンの琥珀
ました。

でお願いしている状態です。

・菓子技術専門と掛け持ち

以外にも一般の菓子づくり

き菓子、桃山生地で焼き菓

メル餡を使用した洋風の焼

先生をお招きして、キャラ

長谷川献（はせがわすすむ）

たしました。

の協賛をいただき、開催い

松山商工会議所経営支援課

今回の和菓子講習会は、

様、高橋英幸様、有難うご

理様、佐々木学様、渡部晃

てお手伝いを頂いた、垂水

今回の講習会に助手とし

っています。

に伝えていってほしいと思

んで、愛媛の和菓子を後世

のかたには、日々研鑽を積

講師に、東京製菓学校の

て大変喜ばれています。職

ある学校では生徒達に好

子と、２品作りました。通

また、愛媛県菓子工業組

部長・白石恵一

愛媛県菓子工業組合広報

常の蒸し羊羹とは少し異な

ざいました。
評だったのでマイスター制

先生に教えていただいた
度を使わない指導要請があ

いただきました。

プリンと、計５品を教えて

今年は９月～

ですがマイスターの人数が

島根県菓子工業組合事務

になります。和菓子・洋菓

マイスター派遣

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

置や器具備品を新規に取得

点が受けられる

いて税制面の支援措置及び

億 円 以 下 の 法 人、 た計画に基づいて、機械装

認定申請書の提出先は、

の設備投資を応援するため

発のため、効率の良い設備

中小企業等経営強化法の活用を

に、中小企業等経営強化法

投 資 を 導 入 し た い 」「 人 材

生産性を向上させたい」な

中小企業者は、中小企業

同法では中小企業・小規

どの理由で資金調達やコス

３年間半分になるなどお得

また、情報収集が必要な

る補助金の優先選択

同法の認定事業者に対す
象となる。

1

による支援を行っている。

営力向上のための人材育成

ト節約が必要な方のために

の額が

や財務管理、設備投資など

次のような事業メニューが

人税・所得税の特例

の取組を記載した「経営力

ある。

不足だから機械を導入して

向上計画」を申請し、認定

10
の授業では、将来の職業と

11

模事業者や中堅企業が、経

されると固定資産税の軽減

60 万円以上

根

長い県なので、マイスター

90

人の方々はマイスター派遣

10

11

場合は、国が全国に設置す

上記は固定資産税特例の場合の要件であり、中小企業経営強化税制（法人税
・所得税）の場合、対象設備の種類、要件などが異なる。

○低利融資が受けられる

※器具備品、工具、建物附属設備については、一部地域で対象となる業種が限定される。

措置や各種金融支援が受け

（3）建物附属設備
（※）

10

媛

愛

11

る経営相談所「よろず支援

器具備品：６年以内 試験・測定機器、冷凍
工具：５年以内
陳列棚など

14 年以内

11

中小企業等経営強化法に

30 万円以上

られるようになっている。

（2）器具備品、
工具（※）

島

の方々は西へ東へと大忙し

小学校で実技指導

ボイラー、LED 照明、
空調機器など

160 万円以上

10 年以内
オーブン、精米機、包
（最初に販売されて
装機、カット機、ショ
から 10 年以内のモ
ベルなど
デル）
（1）機械装置

参考（設備の例）
販売開始時期
最低価額
（１台又は１式）
設備区分

第944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11月15日

第944号

子

工

名のお客様が来場し︑大盛

１７が開催され約３０００

田市スイーツフェスタ２０

田まるごと市場において秋

子協会︑県洋菓子協会︑秋

子工業組合青年部︑県和菓

で︑県菓子工業組合︑県菓

中心となった実行委員会

県菓子工業組合秋田支部が

になりました︒主催は秋田

コーナー﹂や︑県内の人気

動を味わえる﹁実演＆即売

ツがズラリ！出来立ての感

ダにやさしい和＆洋スイー

をふんだんに使った︑カラ

﹁秋田のおいしい農産物

した︒

マスコミが後援してくれま

れ︑秋田市とＪＡ新秋田や

交会秋田支部の共済で行わ

田市内の小中学生全員に配

って教育委員会を通して秋

った宣伝ＰＲのチラシを作

びの二日間です！﹂︱とい

﹁老若スイーツ男女﹂大喜

い イ ベ ン ト も 盛 り 沢 山！

たる抽選会
ｅｔｃ︑楽し

コーナー﹂や豪華景品があ

たの﹁採れたて野菜の産直

ナー﹂のほか︑ＪＡ新あき

和菓子部門は秋田産のりん

様が途切れませんでした︒

間帯もあり︑閉店までお客

大人気で︑１時間待ちの時

特別価格で買えるとあって

クリームやロールケーキを

県産の素材を使ったシュー

は︑人気パティシエの秋田

中でも洋菓子の実演販売

会も大評判でした︒

が当たる空くじなしの抽選

枚で１回フルーツやお菓子

とに抽選券をお渡しして２

た︒５００円お買い上げご

さんに喜んでいただきまし

が完売して︑たくさんの皆

間で約４０００個のお菓子

円で販売したところ︑２日

でいただき︑４個で５５０

市場の全面的なバックアッ

しました︒会場のまるごと

業界の活性化に大きく寄与

り︑ＰＲ効果も絶大で菓子

ツフェスタは大成功におわ

しておこなったこのスイー

っておりました︒

ーナーも設けられ話題にな

では受賞作品の限定販売コ

９月

況でおおいに菓子業界のパ

ご餡をサンドした手焼きど

秋

大盛況

カラダにやさしいスイーツがズラリ

月１日︑秋

10

田

秋田市スイーツフェスタ

30

日・

！

‼

列ができました︒

行政やＪＡとタイアップ

プもあり︑みんなの力を結

った効果があり︑当日は会
このイベントにあわせて

商品が一堂に会する﹁スイ

集した相乗効果がありまし

田洋菓子研究会︑裏千家淡

た︒菓子の持つパワーはま

全国菓子工業組合連合会
FAX．03－3407－5486

平成29年11月15日 （４）

ワーを発揮できたイベント
秋田市スイーツコンテスト

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。

を実施し︑最終審査会で秋

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

ら焼きや上生の実演︑大館

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

の青年部による枝豆最中の

作成者：菓子の表示制度研究会

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）

場にオープン前から長蛇の

◎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

だまだすごいことを実感し

（４）黒糖を使用した場合

田市民から選ばれた５作品

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。

（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。

ビア）、膨張剤、レシチン（大豆由来）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

・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。

実演などお客様の興味をそ

⑧製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

ガリン（大豆・乳成分を含む）、ブ
ドウ糖、牛乳、洋酒／甘味料（ステ

○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。

たフェスタでした︒今後の

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。

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

それぞれの菓子店の商売繁

⑦食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

小麦粉（有機小麦粉 90％使用）、

の表彰式もおこなわれまし

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。

原材料名

た︒最優秀賞はホテルメト

⑥保存方法

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。

そる内容で︑裏千家青年部

１％

〈 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。

の茶席では︑できたての上

10ｇ

（5）遺伝子組換え食品の表示について

盛につなげていきましょ

２％

１㎏を超え 25 ㎏以下

（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

ロポリタン秋田の伊藤さん

100ｇを超え 500ｇ以下
500ｇを超え１㎏以下

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）

（３）特色のある原材料

生菓子とお抹茶を堪能する

２ｇ

60

秋田県菓子工業組合秋田

◎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％

う！

表示を全部又は一部を省略できる場合等

誤差

5ｇ以上 50ｇ以下
50ｇを超え 100ｇ以下

の﹁枝豆と和三盆のアンバ

○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）

表示量

レ﹂でした︒優秀賞や審査

栄養表示

・許容される誤差

ことができ︑着物姿の女性

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

たちのおもてなしも素晴ら

○○○株式会社＋Ａａ
（※）
〒OOO－OOOO
東京都○○区△△－▲▲

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

支部長・秋田市スイーツフ

直射日光、高温多湿を避けて保存
してください。

栄養成分表示
（製品 100ｇ当たり）※

〈 両方とも送料別 〉

委員特別賞︑ＪＡ賞には︑

平成 28 年 11 月 30 日

⑦製 造 者

※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。

しく︑賑わっておりました︒

◎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。

250ｇ

⑤賞味期限
⑥保存方法

【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））

ェスタ２０１７実行委員長

義務表示項目についての留意点

平成28年4月1日現在

（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）

・小国輝也

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。

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）

グランシェフ︑ゴンタロー

▼輸入菓子製品の原産国名・輸入者等の表示

甘味料（ソルビトール）、着色料
（クチナシ）

④内容量

製菓が入賞しました︒会場

いちご、砂糖／ゲル化剤（ペクチン）
、酸化
防止剤（ビタミン C）

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

お客様ダイヤル 0120（〇〇）〇〇〇〇

③添加物

（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。

和半生菓子

わせた︒その故事から︑赤

い鶏を梅あんで白い鶏をユ

ズあんで作成し２種類のま

材料の﹁梅あん﹂と﹁ユズ

んじゅうをセットにした︒

んだ﹁闘鶏まんじゅう﹂を

③添 加 物

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。

（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

ーツ・アラカルト販売コー

ます︒

①名

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

製菓︑菓子舗榮太楼︑斎藤

和歌山県田辺市は平成

ることも無い画期的な製法

あん﹂は地元産を使用︒

箱には土俵が描かれてお

開発︑観光客に大変な人気

を受けている︒

わかりやすいお菓 子の表示
わかりやすいお菓子の表示

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）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。
）

（毎月 15 日発行）

種類以上のお

年︑熊野古道ルートにある

A2版 20円（税込）

①名称

聞

スイーツ・アラカルトのコ

のではなく︑当時位の高か

闘鶏神社が世界登録遺産

「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

ーナーでは

った菓子業となり他では作

A4 280ページ 250円（税込）

菓子の中からお客様に選ん

れない菓子を作った事は︑

り付属の鶏をかたどった台

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」



そんな山陰堂様︑お店が

大人気の闘鶏まんじゅう

山陽地区の山口市にあるの

源平合戦の頃︑熊野水軍

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

新

できたての上生菓子とお抹茶を堪能できる茶席

和歌山

28

業

販売コーナーは長蛇の列

紙相撲で遊べる工夫も

で今も作られております︒

山陰堂様﹂

上品な茶道の世界からイン



山口県は現在の安倍総理

﹁紀伊山地の霊場と参詣道﹂

﹁山口県

の地盤であったり︑ユニク

素晴らしい歴史の変革とな

紙を切り抜いて﹁紙相撲﹂

に何故﹁山陰﹂かというの

が楽しめる︑見て︑美味し

スピレーション得た︑まさ

が白の源氏︑赤の平氏のど

ロを展開するファーストリ

ちらに味方するかを︑闘鶏

ったでしょう︒
が追加登録をされた︒田辺

には︑物語がありました︒

市下屋敷町の老舗和菓子店

初代の竹原彌太郎さんは士
山口という場所は︑古来

に銘菓です︒中の白餡と境

く食べて楽しめる和菓子で

目が分からないほど一体と
神社の神前で紅白の鶏を戦

テイリングの本社があった

﹁二宮﹂が闘鶏神社にちな
す︒１個１６０円︑９個入

り１４４０円で販売︒店内

でも２個がついたドリンク

セット︵５５０円︶も人気

二宮茂樹社長は﹁見て楽

好評である︒

しく︑食べておいしく︑食

べ終わっても遊べるお菓子

です﹂と︑お土産に最適で

すとＰＲしていました︒

和歌山県菓子工業組合事

務局長・高橋義明

より志が高く︑とてもイン

テリジェンスな場所であっ

たという背景も生きている

のでしょう︒この地では菓

㈱二宮が開発した﹁闘鶏まんじゅう﹂

りと話題に事欠かない場所

でありますが︑その昔︑明

治維新・幕末に名を馳せた

政治家を多数︑輩出した歴

史深いところでもありま

り︑茶の湯と和菓子が息づ

尾関 勇
子の世界で歴史の古い外郎

いている文化もあります︒

す︒その中心となる山口市

族の出︒その竹原家が︑一

中々︑旅行で訪れる場所

【20】

も銘菓の１つとなってお

なってまさにとけていく味

帯を治めていた毛利一族と

ではないですが︑室町中期

一の老舗和菓子店が︑山陰

わいは多くの文人墨客を唸

の争いの歴史から︑江戸時

堂様です︒

１８８３年の創業のきっ

代は山陰の津和野藩に身を

建立の国宝瑠璃光寺五重塔

代総理大臣寺内正毅元帥

寄せていたというルーツか

いかがでしょうか︒

らせ︑中でも山口出身の第

があまりの美味しさに改称

らだそうです︒

かけとなった主力菓子の舌

をすすめ﹁名菓舌鼓﹂にな

鼓は︑求肥の生地で白餡を

包んだとても柔らかいお菓

ったという逸話が残ってい

と合わせて楽しんでみては

子で︑時間がたっても皮が

武士が単に商売を始める

固くならず︑垂れて変形す

18

菓

（第三種郵便物認可）

滋賀初のスィーツフェア
滋賀各地の自慢のお菓子を揃え︑
滋賀県で初めて試みたスィーツフェア

の餅ｔａｅ﹂のＰＲ事業の

て滋賀羽二重餅プリン﹁湖

津レストランコートにおい

の３日間︑イオンモール草

に見入っている子供さんや

を実施し︑かぶりつきそう

者による生菓子の実演など

菓子職で優秀和菓子職認定

ちわを配布したり︑撰・和

︱小豆は栄養の宝庫︱﹂う

地元放送局により﹁滋賀

健康生活

とって必要な栄養成分を標

一環で地元放送局とタイア

賀の新しいお土産﹁湖の餅
スィーツフェア２０１７﹂

記した﹁あずき

ップし︑滋賀県洋菓子協会
多くの方々に小豆の良さ︑

の模様をインターネット中

日

滋賀県菓子工業組合で

の協力を得て︑和菓子・洋
ｔａｅ﹂を知って頂き︑そ

今後︑滋賀のお土産として

山ご購入いただきました︒

が当たるビンゴゲームを企

だいたり︑出品者のお菓子

継で全世界へ発信していた

友好関係になるアメリカミ

また滋賀県三日月知事や

本当に﹁感謝﹂です︒

を注いでいただきました︒

議員の先生方も視察に訪れ

ー知事や当組合顧問の県会

はと思います︒
また︑滋賀羽二重餅プリ
育てていきたいと考えてお

シガン州リック・スナイダ

大に開催致しました︒
開催期間中︑お菓子の主
ン﹁湖の餅ｔａｅ﹂の試食
画していただき︑集客に力

子業界からを大きくＰＲさ

せていただきました︒もち

ろんリック・スナイダー知

事にはしっかりと﹁湖の餅

ｔａｅ﹂をお土産として持

肝心のお菓子の売上は想

って帰っていただきました︒

定を下回りましたが︑多く

の方々に各店自慢のお菓子

をお買い上げいただき︑滋

賀のお菓子を知って頂いた

ことに意義があると思いま

す︒今後も滋賀菓子業界を

盛り上げるためにこのよう

な事業を展開したいと考え
ております︒

滋賀県菓子工業組合副理
事長・押谷正春

日常の和菓子勉強講習会



ていただき︑地方創生は菓

原料の小豆の消費拡大を目
ります︒

会場をお借りして︑昼過ぎ

会場は㈲森下商店の講習

の和菓子﹁土佐金時饅頭﹂

れぞれ日常販売している秋

ていただいたお菓子は︑そ

喜明氏が務めました︒教え

創園桂の会長でもある刈谷

来店いただいたお客様に見

きる数量を製造し新鮮さを

販売にあった１日で完売で

ついて︑また︑各自お店の

客様に喜ばれる価格設定に

なく製造販売している朝生

大事と教わり︑改めて何気

に沿った商いをすることが

した菓子作りを心掛け地域

ず︑地元素材の特性を活か

朝生菓子の奥深さ学ぶ
合は︑

から夕方の５時頃まで行

今年は私の住む三重県で

年度の事業目標である和菓

い︑若手の菓子職人を中心

て需要のなくなったものも

え に な り︑﹁ 復 刻 版 ﹂ を 作

子技術講習会を行いまし

った菓子を食べてみたい﹂

ってみたこともありまし

た︒今回は︑各お菓子屋さ

全菓博﹁お伊勢さん菓子博

た︒そのことは木型を道具

ありますので︑大半の木型



古い木型のぬくもり

菓子博の始まる半年ほど

として使うことによって昔

に決まりました︒

前から︑私の店でも︑ミニ

日︵土︶に本

もちろん︑地元のお寺や

菓子博と自称し︑古い木型

月

神社の行事などに︑現在も

この度高知県菓子工業組

当店には︑私も含め私の

使い続けている木型もあり

とおっしゃるお客様もおみ

先祖である歴代の店主が使

菓子も奥が深く︑一から勉

２０１７﹂が開催されまし

江戸時代末の嘉永年間︒

った明治︑大正︑昭和︑平

せることが大切︑など受講

た︒

伊勢国と近江国を結ぶ八風

﹁富有柿﹂
﹁菊餅﹂そして﹁揚

が倉庫の中で静かに眠った

街道という古街道沿いに当

名くらい集まって受講

物館の展示物ではなく︑現

残してくれた木型はミニ博

とのバランスなど基本を大

生地の配合や練り方︑餡

回製作したお菓子に限ら

することができました︒今

た︑その美味しいといわれ

が生まれると感じます︒ま

員・佐伯恵理

高知県菓子工業組合事務

いと思います︒

け︑また講習会を企画した

組合員方々の技術向上にむ

義な勉強会になりました︒

今回の講習会は大変有意

は⁝と思われます︒

菓子の売れ行き次第なので

が繁盛するかどうかは朝生

いかもしれませんが︑お店

す︒こういうとおこがまし

て売れると言われていま

る店こそギフト商品も併せ

切に作ることの大事さ︑お

強してみて基本を習得する

に

木型にはそれぞれ︑それ

ことにより美味しいお菓子

んが普段販売されている和

を菓子として使った時の物

役の道具として蘇ったので

者の質問に答えながら︑一

からの菓子職人のセンスや

菓子の意匠は時代ととも

子を注文して下さるお客さ

語とその歴史があります︒

す︒

品一品細やかな作業を拝見

を季節や用途ごとに入れ替

に移り変わります︒でも︑

ん︑召し上がっていただく

来店されて︑その木型に興

饅頭﹂の４品です︒

ます︒

或いは昔の祭礼に使ったも

﹁新商品のヒントは倉庫の

いたしました︒講師は︑当

使い続けた落雁の木型︒角

のなど︑全国的に使われた

中に眠っている﹂という言

組合の理事長並びに㈲銘菓

の直線は丸みを帯び︑握り

ものもあれば︑この地方に

葉もあるように︑古い木型

菓子の基本である朝生菓子

手の部分も細くなっていま

しかない独特の木型もあり

が新しい商品のヒントにな

を取り上げて勉強すること

14
技術を想像する機会にもな

20

10
りました︒

す︒

ます︒中には︑戦前に使わ

ることもあるのですね︒

婚礼のもの︑法事のもの︑

えながら展示しました︒

父たちが︑この木型でど

れた﹁紀元節﹂や﹁天長節﹂

父が︑祖父が︑曽祖父が

木型の意匠も時代ととも

れだけたくさんの落雁を打

のもの︑出征兵士の壮行や

方々も三代︑四代と続いて

味を持たれたお客様に︑父

秋の和菓子４品

ります︒

に変遷し︑また︑菓子とし

ち続けたことか︒仕事をし

いる︒古い木型で落雁を打

支部・丸井屋老舗・加藤陽

和菓子技術講習会

で商売を続け︑私で六代目
になります︒

ながら︑我が家の繋がりを

凱旋に使われたものも︒

つ作業はその有り難さを実

から聞き伝えられた物語を

三重県菓子工業組合朝明
感する時間でもあります︒

太郎
て多くなりました︒

お話する機会も展示を通じ
事を語ってくれるのです︒

一つの古い木型が様々な

まさに温故知新︒先祖が
感じます︒そして︑この菓

丸井屋老舗

以来１７０余年︑この地

成に渡る数百丁の木型があ

ままとなっています︒

知

高

店は創業をいたしました︒

数百丁それぞれに物語あり

そ し て︑﹁ こ の 木 型 で 作

を配布し︑多くの方々に滋

会場風景

的に︑小豆に含まれる人に

ーツフェア２０１７﹂を盛

菓子
してスィーツフェアでは沢

スィーツフェア実演風景

小豆を使ったお菓子の魅力

は︑９月８日︑９日︑

!!

を伝えることができたので

10

品を揃え﹁滋賀スィ

de

賀
滋
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わせがあります︒砂糖を沢

すが⁝﹂と︑たまに問い合

だら溶けて無くなったので

の方から﹁あん餅を煮込ん

郷土料理の一つです︒県外

とあん餅が入った香川県の

時代頃からと伝えられてい

あん餅雑煮の歴史は江戸

のをあん餅と呼びます︒

きで搗くおもちで包んだも

香川県では︑あんこを餅つ

が香川の食文化なんです︒

のでしょうね︒あん餅自体

らない物なので︑見つかれ

来なら藩に収めなければな

とされています︒砂糖は本

んで雑煮に入れたのが由来

の思いで︑あんこを餅で包

正月くらいは贅沢したいと

糖は当時高級品でした︒お

誤魔化す為に︑塩餡餅︵砂

ため︶を恐れ︑役人の舌を

この雑煮検め︵ぞうにあら

あったようです︒庶民は︑

う﹂というような取締りが

か？雑煮を検めさせてもら

餅に砂糖をつかっていない

味が強い佐賀県産の﹁ひよ

す︒お店では︑餅本来の旨

タイルを経て現在に至りま

を加工する﹁賃搗き﹂のス

お客様が持ってきたもち米

した︒戦前に店舗を構え︑

て搗いてまわるスタイルで

香川県

事も増えてきました︒香川

山使ったお餅や︑大福であ

赤飯・餅生菓子を販売して

当日販売にこだわって餅・

定休日：水曜日

をテーマで︑香川の食文化

香川県﹂のキャッチコピー
エビスヤ本店創業は明治

を紹介させていただきまし

部会長・田村正太郎

香川県菓子工業組合青年

た︒

年です︒創業当初は﹁出

込み︑各家のもち米を蒸し

必要な設備を大八車に積み

搗き﹂といって︑餅つきに

43

それだけ
じゃない

の雑煮はイリコの効いた白

うどん県

変わった雑煮として﹁あ

みそ味で︑大根・金時人参

もち︶入りの雑煮を用意し

おります︒店の横に併設し

営業時間：9時〜18時

あん餅雑煮のお話

ん餅雑煮﹂は︑ここ数年メ

ておき﹁お役人様の雑煮は

ている茶店では︑県の特産

くもち﹂を使い︑当日製造︑

こちらにご用意させて頂き

品でもある金時人参が出回

糖の代わりに塩で作ったお

ました︒どうぞお検めくだ

っている時期のみ︑冬季限

ば処罰されてしまいます︒
あん餅雑煮の噂を聞きつけ

さ い︒﹂ ⁝ と︑ 雑 煮 検 め を

定メニューとしてあん餅雑

ます︒讃岐三白と名高い砂

た役人が家を周り﹁雑煮の

やり過ごしていたそうで

煮 を 提 供 し て い ま す︒﹁ う

エビスヤ本店
店舗データ

どん県⁝それだけじゃない

す︒塩餡餅も香川の餅文化

話：087−821−4030
電

餅屋のお話

として残っています︒

ん餅雑煮を作ろうと思った

エビスヤ本店と前川社長

香川県高松市片原町2−2

ＳＬと共にお菓子の発展を

今年の夏休みは︑天候が

子ＰＲ︑個々の店のＰＲを

て︑ＳＬ運行初日に︑お菓

菓子組合は会議を重ね

マップを無料配布

あまりよくなく︑曇りの日

していくことになり﹁まち

まちなか
お菓子の

が多く︑太陽が顔を出して

なかお菓子のマップ﹂八千

お菓子と

くれませんでした︒そんな

部を作り一緒にそれぞれの
お菓子を︑持ち寄って無料

夏休みにＳＬが六十年ぶり

栃木県菓子工業組合鬼怒

で配布する事に致しました︒

に︑運行されました︒

川支部は︑組合員数十二軒

く言われている山深い温泉

東京の奥座敷と︑皆がよ

しました︒

を約二千五百個用意し準備

色々各店で販売している物

煎餅︑焼き菓子︑餅菓子︑

温泉まんじゅう︑パン類︑

町です︑主に組合員の方々

で組織された少ない所です︒

は︑温泉まんじゅうを︑製

た時間は乗って来られたお

これをきっかけにお菓子

顔がとても印象的でした︒

㎞を︑三十五分ぐ

下今市駅から︑鬼怒川温泉
駅間約

らいかけてゆっくりと走

客様も見えてお祭り騒ぎの

の魅力︑味︑色々な意見を︑

和十六年製造された︑大変
古い機関車です︒

お客様はその時とばかり

に︑カメラを向けたり︑ス

マートフォンで︑写真を撮

ってみたり多くの人だかり

で︑小さいお子さんは︑お

父さんらしき人に肩車をし

てＳＬを見ていました︒

日光市観光協会︑日光商

工会議所︑旅館組合︑飲食

店組合︑様々な方と協力し

合いお世話になり︑町全体

が︑賑やかに元気な活気あ

る町になれば菓子組合も発

展につながるのではないか
と願っております︒

皆様もＳＬに乗りたい︑

温泉に入ってゆっくりした

いと思っている方は︑ぜひ
様でした︒午後四時ごろに

鬼怒川温泉駅では︑目の
やはりその日も天気は良

参考に菓子組合が良い方向

造販売しております︒

に行ってもらえれば︑結果

鬼怒川温泉へおいで下さ
は雨が降ってきてその時間

い︒心よりお待ち申し上げ
帯は︑並んでいたお客様が

前に機関車の方向を変える
くなく︑涼しいくらいで心

しながらの旅です︒

転車台が在りＳＬが来た時
配でしたが︑ＳＬ﹃大樹﹄

につながるのでないかと思

り︑窓の外は緑色の田畑澄

八月十日︑東武鉄道鬼怒

おりました︒

ＳＬ﹃大樹﹄は︑日光市

・石川励夫

栃木県菓子工業組合理事

んだ川又静かな山々を︑写

川線でＳＬ﹃大樹﹄が走り

が駅に着くころには︑多く

その場で食べる方︑持ち

ます︒

初め大変明るいニュースと

帰って行く方︑皆さんの笑

い煙︑独特な汽笛の音︑見
の見物の方が見えて︑大変

ごたえのある場所です︒
な賑わいに︑又ＳＬが着い

ＳＬ﹃大樹﹄は︑前照灯

なって︑湧き上がっており

が二つ付いている物で︑昭

ます︒

います︒

転車台に乗るＳＬ
『大樹』
は︑石炭の燃えた匂い︑黒

13

「まちなかお菓子のマップ」を無料配布
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京都府菓子工業組合青年部
日本語学校でお菓子教室を
開
催

京都民際日本語学校にて
い練り切りに作りあげまし

た京都の秋を連想する﹁紅

﹁菊﹂と朝晩寒くなってき

に製作︒練り切りの内容は

徒︑先生と青年部員で一緒

りを２品︑参加者である生

行いました︒今回は練り切

本語学校にてお菓子教室を

干菓子の提供等︑生菓子だ

りの他にも青年部員による

行いました︒また︑練り切

で︑菓子にまつわる講演を

から菓子のルーツに至るま

工業組合青年部の活動紹介

田孝博氏による京都府菓子

茶を点てて頂きながら︑上

その後︑学校の先生に抹

年はベトナムでの青年部の

頂けたように思います︒昨

いきたいです︒

できる活動を今後も行って

を海外の人たちにもお伝え

た︒

葉﹂でした︒青年部員の指

の質問や青年部員が製作し

活動もあり︑和菓子の文化

日に京都民際日

京都府菓子工業組合青年

導のもと生徒の皆さんは生
けでない京菓子を味わって
た練り切りを写真に撮る

部は９月

地が手につく等不慣れなな

等︑和菓子に興味を持って

講演終了後も︑生徒から

頂きました︒

年︒今︑２代目小

京都府菓子工業組合青年
部広報・武中俊樹

年に現在の地に移

入れはじめたけど農家では

なり︑当時地元農協で力を

組合で何か菓子を作ろうと

舞台にもなり︑地元の菓子

河ドラマ﹁風林火山﹂の時︑

も豊富な栄養穀物です︒と

ム︑鉄分︑リン︑ミネラル

繊維もたっぷり︒カルシウ

有量が飛びぬけていて食物

も言われ︑タンパク質の含

アマランサスの菓子を商品

その後自店にても次々と

を開発しました︒

の名を頂き﹁サクサク勘助﹂

を﹁風林火山﹂の山本勘助

高遠まんじゅうも人気商品

で信州産の小麦粉を使った

くさん︒当然高遠と言う事

ナツ︑季節の朝生等盛りだ

８種︑どら焼き３種︑ドー

大 西 屋
昭和

勉強熱心でもあり︑菓子

です︒

専門学校卒業生の県の校友

化︒今は﹁い〜な雑穀町お
こ し ﹂︵ ア マ ラ ン サ ス ︶ と

会支部長という事で︑県単

信州大学の先生も言ってい

し て︑﹁ サ ク サ ク 勘 助 ﹂ の

位の講習会を先生を呼んで

いまいち消えてしまいそう

他﹁ 伊 那 谷 も ち だ に ﹂﹁ い

年

年︑地域と地産

転をして

その実を加熱してポップ

れ と る で ﹂﹁ 山 く る み そ ば

ます︒

したものを使い︑洋菓子の

クッキー﹂と全４種類を販

なアマランサスを使えない

フロランタンをヒントに最

かと︒
アマランサスとは︑雑穀

中の皮につめて焼いた菓子

度は行っています︒私
世紀の主食﹂と

という﹁

に行ったようです︒他には

や姉妹都市の新宿にも販売

ョップの銀座ＮＡＧＡＮＯ

を得ています︒アンテナシ

ント等にも出展をして好評

町の祭りや伊那市のイベ

ってくれますがいつもいい

れて勉強になります︑と言

を借ります︒一緒に考えら

ない時など︑相談して知恵

どうしても思うように出来

品を作る時とか︑失敗して

のみ﹂と言いながら︑新商

も﹁困ったときの大西屋だ

先代からの名物﹁柏まんじ

で修行中だそうです︒年金

後継者︑３代目は今東京

アドバイスをくれます︒

い出し作ったものを商品化

長野県菓子工業組合副理

もらう頃には帰ってきて欲

事長・長野県菓子工業組合

しいと言っています︒
３種︑素朴なまんじゅうを

上伊那支部長・福澤芳史

したもので︑山菜おこわ︑

柏の葉で包んだもの︑看板

そばとくるみ︑つぶあんと

の作ってくれたおやつを思

ゅう﹂は先代が幼い頃︑母

売しています︒

でＮＡＳＡが宇宙食に採用

の原材料の︑小麦・米類・

アマランサスで地域おこし

今回御紹介するのは︑伊
那市高遠支部の㈲大西屋さ

創業
等を大切に使い商売をして

年程前にＮＨＫ大

池保彦さんが奥様と２人で

ここ

２代目・小池保彦さんと奥様

62
30

10

います︒

21

んです︒

菓子にまつわる講演

みりん・木の実・雑穀・酒



真剣に見て︑それぞれ美し

か︑青年部員の手の動きを

27

58

和菓子屋さんをやっていま
す︒

アマランサス菓子４種

1
商品です︒他にも串だんご

名入れの受付は終了しました。

練り切り２品を製作

都
京
長

野

第944号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
業

新
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（７） 平成29年11月15日

日（水）～

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
２０１７年４月
回デザート・スイーツ＆ベーカリー

14

え「年商

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

展を開催しました。同展では中山裕介氏（リライズ

グサイトで第

12

14

になることが多い。この為、

っているものは色々とある

客密着だったり、時流に合

御用聞きだったり、超顧

外の人に作ってもらった方

げられる。また、ページは

い。それ以外は全部外に投

客対応はアウトソースしな

マーケティングの部分と顧

が、１つ言うならば、アウ
が安い。

販売でアウトソーシング出
来ないものはない。運営も
丸ごと投げる事も出来る。

その③
テ ム 部 門 が 持 っ て い る 」、

味あるのか」などとは絶対

否 定 し な い。「 Ｓ Ｎ Ｓ が 意

となるので、新しいことを

であって、そもそも投資を

なのだから投資をするべき

全国に向けてのショップ

するのに掛かる販促費。名

１件の新規のお客様を獲得

と１件当たり獲得費用だ。

ーダー」で、日本語にする

収出来る。

続出来れば、いつの日か回

かどうかは別とし、店が存

大きければ、今すぐ儲かる

ランスだけなのだ。

の額を高めよう、というバ

より、落としてくれる利益

用途で使ってもらうことに

とになる。

００円のコストをかけたこ

様１件取るのに、１２，０

従って、定期購入のお客

れないのか。

「あいつはパソコンに詳し

に言わないこと。

必ず実店舗の店長を任せ

い」等は全く関係ない。

いる株式会社ファミリーネ

私が社外取締役を務めて

規が取れ過ぎてしまうと資

時のリスクは、一時的に新

を回しているだけだ。その

定期購入に入っていただ

かもしれないが、結局は効

ットワークシステムズで

この必勝パターンが出来

率的に獲得するお客様と長

通信販売ではコンサルタ

ＬＴＶは「ライフタイム

く付き合うしかない。従っ

簿を取らないと通販は伸び

よく新規事業なので先行

バリュー」で、顧客生涯価

金繰りが悪くなるが、一定

しない人が多すぎる。

られるような人を付ける。

値だ。一生涯のうちにその

は、その必勝パターンが確

数取り続けたら、芋づる式

くと１２，０００円は５～

上場会社ですら通販会議

て、なるべくこの１件当た

実に出来ている。

６ヶ月で回収できる。これ

私は経営者が通販の会議

に、経営者の参加を義務付

り獲得コストを下げたい。

てしまったら、あとは簡単

に出席しないなら、その会

実店舗を作るのに３，０

お客様が落としてくれる利

「この集客策が当たってい

だ。

投資が必要となるが「金を

００万かけることを何とも

益の額。売り上げではない。

ントがいろいろな細かいこ

かけたくない」という人が

た。前の店長はパソコンに

けている。その方が決断も

もう一度、買って貰うのに

とを言っていると思われる

インターネットの知識は関

社には行かない。東証一部

詳しいが、全然ダメだった
思わないのに、なぜインタ

決済も早い。

ないのでここにしっかり投

係ない。鳥取県の酒の卸Ｄ
とても多いのに驚く。

ので、通信販売の経験が無
ーネットショップにはかけ

資する。

社は６ヶ月前、店長を代え

いけれども他業務において

だった。それだけ誰が担当

関係なく、通信販売で売る

である。スタッフの機嫌も

スだ。どの業界よりも簡単

通信販売は簡単なビジネ

ＯとＬＴＶだけであるとい

言える理由は、通販はＣＰ

一番、通信販売が簡単と

ない。

たくと言ってよいほど関係

通信販売には、それはまっ

そのお客様が一生涯で落と

だ。一件の獲得コストより、

のかというバランスだけ

獲得するのに幾らかかった

うことと、そのお客さんを

を落としてくれるのかとい

局、そのお客様が幾ら利益

コストはかかるだろう。結

電話したり、ＤＭを送ると

ことで、頻度よく購入して

ったり、リピートして貰う

価格帯の商品を購入して貰

合うことで、前回よりも高

れから、お客様と長く付き

獲得しようという話だ。そ

なるべく効率的にお客様を

チコピーが良い」とかは、

ますよ」とか「このキャッ

そのうち

％は定期購入に

かけている。赤字だ。だが、

に、販促費３，０００円を

試しセットを一件売るの

ている。２，９８０円のお

コストをかけて良いと決め

て貰うのに３，０００円の

が、お試しセット１件買っ

していただくビジネスだ

冷凍惣菜を定期的に購入

一生涯に落としてくれるか

様がどれくらいの利益額を

るかという事と、そのお客

れだけのコストで取ってく

結局、１件のお客様をど

け組になる。

と、ずっとあたふたして負

そのパターンができない

ーンに入ったら勝ち組で、

に大きくなる。そういうゾ

安心して任せることの出来

するかはとても重要であ

とこんなに良いことがある

うこと。

万くらい

母の日だけれど、お母さ

など色々な影響があるが、

両方を入れなければダメな

ではない。ここが重要で、

る。これは一切、売り込み

ＣＰＯは「コストパーオ

ールアドレスや個人情報は

時間とグラフを取ると、メ

ない。縦に売り上げ、横に

単純に右肩上がりに上がら

してくれる利益の額の方が

いう事で、経営者としては

が、売り上げが伸びないと

その間、投資はしている

抗してしまう。

いただいたり、違う場面や

それまでは毎月

で月１，０００万を超えた。

るエースに変更。６ヶ月目

る。実店舗は店長で業績が

のかというくらい良い。実

また、時流に乗った事業

んではない人に贈るニーズ

のだ。チラシだけなら売り

年商１億円のネットショップが実
践しているたった３つのこと

変わるが、インターネット

店舗で言えば、例えば天候

全国に向けて店を作る覚
ここではよくある「シス

ラ 」「 一 緒 に 住 ん で い る 娘

代の女性が言っ

０００円だが、それを投資

の獲得コストは平均で３，

なぜか今ひとつだった。カ

面目に販売をしていたが、

通信販売を始めた当初は真

ているＥ社がある。Ｅ社は

しかし、通販で７億売っ

ラを売る。母の日だけで通

日の落としどころにカステ

直で売るのではなく、母の

人に、カステラをぶつけた。

で「母の日」と調べている

ギフトに特化させた。検索

てくる。それを逆手に取り、

エーション別に作った。皆

う事になり、色々なシチュ

カードを変えましょうとい

では、せめてメッセージ

から無理です」と言われた。

Ｅ社から「製造効率が悪い

変えて欲しい」と言ったら

ありがとうございます」だ

あるメッセージは「いつも

セージカードで１番人気が

そういったニーズだ。メッ

が先輩の社員に贈るなど、

ママへとか、会社の女の子

ていた。飲み屋の女の子が

るだけで、リピート率が変

シも入れる。同梱物を変え

たら意味がないので、チラ

係を構築しても売れなかっ

できない。その一方で、関

込みで終わり、関係は構築

らない。一旦、山場が来た

いたが、今は簡単には上が

るだけ売り上げに比例して

昔は名簿を持っていればい

上がりに増えていく。ただ、

頑張れば頑張るほど、右肩

とで、どこかで固定費がま

プの利用者が減っていくこ

生することになり、ショッ

なくなる。しかし離脱は発

めると、新規客を獲得出来

一番辛い。ここで投資を止

引き上がる。

のバランスだけで決まる。

ショップでも同じことが言

悟が必要だ。また、ホーム

も１２０点は取ってこない

がお母さんに贈るカステ

もあると

すると覚悟を決めたら、今

ステラの市場規模は大きい

かなえなくなり、事業は終

える。

代行会社に丸投げだけはダ

大きいがカステラにそんな
が、誰もカステラを嫌いで

ラ」等で、私が「味を全部

ので当然店長が要る。

メだ。売れなくても契約が

に強い興味を持ったことは
点取っ

度は呼んでこなければなら

のになぜ売れないのだろう

後に、もう一度、伸びる会

ない。この時に呼び方の問

わるのである。

題がある。ここについては

が、実は２番目が「心のお

伸ばしていく過程では、必

さんがすぐに実践したら良

と思ったら、検索で「カス

ず横ばいの時期がやって来

信販売で１億５，０００万

簡単で「あなたの商品は検

いないからだ。一件当たり

るので、単純に投資を止め

了する。そうではなく、離

獲得コストを幾らかけてい

社と落ちる会社とがある。

売人ではない担当者が全国

いかわからないので、なる

結局、前述の３つが重要
円売っているのだ。

んへ」。

商圏でわざわざお取り寄せ

母さんへ」なので、すぐに

テラ」と調べられていなか

カステラと一緒に開発し

なければ次の購入はまず来

するに値しない商品を不適

いと思うのは「心のお母さ

索されているか、いないか」

たのは、メッセージカード

ない。ただ、これは販売促

脱率を下げることに注力す

ったのだ。カステラは貰う

進、売り込みだ。お客さん

るのではなく、お客様との

れば、必ずもう一度上がる。

が、自分で買う機会はあま

ドはフリーの記入欄に書い

べくコストをかけたくない

関係を強化し、離脱を防止

まず、最初の段階で立ち上

だけだ。たくさん検索され

だ。当時、メッセージカー

ていただき「こちらで手書

切な方法で販売している」

しなければいけない。これ

がらないのは投資ができて

ている商品ならＹａｈｏ

り多くない。
カステラは業界で、謝罪

との関係は、売り込みでは

となってしまう。グラフが

だが、そもそも通販がうま

ｏ！やＧｏｏｇｌｅの対策

スイーツと言われているら

馬肉のＣ社には商品の同

生涯顧客作りの
流れがある

検索すると上部に出てく

きします」のようなことが

だろう。

しい。クレームがあった時、

平らになっている時期は、
また、前述の３つは、通

るリスティング広告があ

殆どがこのパターンだ。

を思い出し実践していただ

そんな中Ｃ社では会社の

くと、スムーズに売り上げ

またご購入していただき

お客さんは獲得している

アップが図っていける。

梱物にチラシが入っている。

が、購入をやめた離脱のお

多かったのだが、考える手

販の売り上げアップに関係

客様が同じ位いるので、拮

間を省く為シチュエーショ

ことを知ってもらうための

する。

お見舞いの時に購入され

コンセプトブックと、ニュ

る。チーズケーキやプリン

たいと考えた場合、当然、

ースレターを同梱してい

り、初めからニーズも顕在

チラシを入れなければ意識

化している。それに当てて

しない。チラシが入ってい

ン別に選べるようにした。
最初は「遠くに離れた息

通信販売の売り上げは、
子がお母さんに贈るカステ

は華やかだが、カステラは

だがその一方で、誰から

地味だ。

いく。ただ、ない場合もあ

カステラだ。市場規模は

る。

強固にならない。

くいっていない会社は「商

20

実践していただきたい。

食品の場合、１件当たり

新規客の獲得が
できる
はなく、誰からも

ページではなく、店を作る

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）

ないだろう。

ネットショップ
参入の時に、特
に重要な覚悟

トソーシングだ。今は通信

ネットショップ
のその他の魅力

解除出来なかったり、無駄

つのこと」をテーマに講演を行いました。

1

先月号より続く。

った
3

ただ、ネットショップ運営

のこと

3つ
たった
60

25

20

ネットショップが実践している
の

1億円
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東京都菓子工業組合では︑井出留美氏︵株式会社
代表取締役︶を講師に迎え﹁食品事業
oﬃce 3.11
者の食品ロス削減のアプローチ﹂をテーマに講演会

のものは通常︑流通しない
が︑安く仕入れて使ってい
る居酒屋や寿司屋がある︒
規格を超えた野菜は︑例え

スを減らしたいと思われる

事業者ならば︑誰でもロ

ストランがある︒魚の場合

テリーヌを作られているレ

加工品やハム︑ソーセージ︑
く提供している︒

いないというシリーズで安

ば大地を守る会が︑もった

だろう︒コスト削減につな
も︑流通するヒラメは１㎏

を開催しました︒

がるし︑経営の利益率を上

だ︒本日は︑食品ロスにつ

げることにもつながるから

するしかない︒こうした魚

競りで残ってしまう︒処分

らいの大きいものがあると

くらいだが︑まれに７㎏く

こは使わないと思うが︑あ

皆さんエノキダケの根っ

えのきだけの根
っこは何の役に
立つ？

いてお話ししたい︒

その①

まう︒通常では流通しない

超えるとと殺処分されてし

用の豚である︒基準体重を

されてしまう動物は︑食肉

一定の体重を超えると殺

たことのない魚や︑規格外

こうしたあまり名前を聞い

べたことはあるだろうか︒

る︒オジサンという魚を食

これをリサイクルしてい

ニーというスーパーでは︑

ったりする︒中部地方のユ

スのことを未利用食品と言

を未利用魚と言う︒食品ロ

ち︑

ンくらい作られているう

なるものが︑少し加工する

だ︒普通に考えればゴミに

くと︑臭いが軽減するそう

にエノキダケの根っこを置

ど臭いの問題がある︒そこ

ん飼っているので︑フンな

イドチキン用の鶏をたくさ

に立つといっている︒フラ

る居酒屋の社長は︑凄く役

った︒

ノキダケの根っこのきわの

い︒

ことで役に立つかもしれな

た︑学校給食では︑根っこ

て︑店舗で出している︒ま

ノキ月見ステーキと名付け

くねと卵の黄身を乗せ︑エ

部分を輪切りにし︑上につ

が

月まであったというこ

に調査した時点で賞味期限

に丸ごと入っていた︒５月

に５︐２５０円の羊羹が中

ミを調査したら︑ゴミの中

して︑捨てるためにかかる

う︒６万円の食べ物を燃や

ったら絶対︑捨てないだろ

これがお札︵１万円札︶だ

その結果分かったものだ︒

ってしまう︒今︑学校給食

に近い部分は全部ゴミにな

火巻きやコンビニのパンも

ものが捨てられている︒鉄

とは︑５か月も残っている

本全国にならすと

費用は５千円で︑これを日

・１兆

も残渣が問題になってい

円だそうだ︒とてつもない

は︑うまみや栄養素や甘み

食べられるのに捨てられて

ピザもあった︒まだ十分に

ら︑カツ丼や長ネギ︑総菜︑

る︒大したことないと思わ

ビニおにぎり１個分にな

てる量は１３４ｇで︑コン

また︑１人１日当たり捨

経済的な損失である︒

が凝縮している︒

しまう︑それを食品ロスと

個くらいあった︒それか

私がシリアルメーカーに

れるかもしれないが︑２０

る︒根っこや皮に近いもの

年間勤めていたとき︑小

呼んでいる︒

麦ふすまのシリアルをふる

歳男性

と︑食べ物は１年間に６万

１世帯４人家族と仮定する

あった︒おにぎりがあれば︑

書き残して餓死した事件が

が﹁おにぎり食べたい﹂と

のタクシードライバーの方

０８年︑北九州の

円分捨てられている︒生ご

京都市の調査によれば︑

チーズケーキの土台に使え

みスッキリ情報館という京

もしかしたら生きられる命

った後︑粉が出る︒それを

ないか︑などと考えた︒

都市のホームページに載っ

もあっただろう︒

一世帯４人の家族
が１年間に捨てる
食べ物はいくら？

年以上調査しており︑

ている︒京都市は京都大学

く源としては︑使わざるを

はグロテスクだが︑たんぱ

をしていた︒昆虫食は︑形

ような法律ができるのでは

本の大手小売の方は︑同じ

フランスの動きを受け︑日

同じような法律ができた︒

た︒次の月にはイタリアで

ったものを︑今は３基で処

億円もかかるので︑５基あ

ミ処理機もコストが百数十

いう目標を立てている︒ゴ

含めてゴミを半分にすると

が減ったそうだ︒

れた︒幹事が声がけした方

と

国連では昆虫食が勧めら

得ない可能性が出てきてい

東京都のある区で家庭ゴ

れている︒今のままでいく

る︒

なる︒

ナやパイナップルを繊維に

る量と同じである︒農水省

京都民が１年間に食べてい

数字は６２１万トンで︑東

日︑農林水産省が発表した

けた飲み会と︑かけなかっ

べ切りましょう﹂と声をか

事が﹁もったいないから食

京都市は飲み会の時に幹

いろいろ工夫されている︒

意してもらうこともあり︑

る︑という板挟みになるが︑

ぎたら廃棄コストがかか

品ができない︒でも作り過

ナルティを課されるので欠

ないこと︒小売から欠品ペ

い︒一番いいのは作り過ぎ

に則って会社を運営してい

り︑﹁ バ イ オ マ ス の ５ Ｆ ﹂

ユーグレナという会社があ

ムシの大量培養に成功した

両方の要素を持つ︒ミドリ

を持ち︑動物性と植物性と

いる︒ミドリムシでは︑き

価格が︑上がってしまって

で︑食用のトウモロコシの

バイオ燃料にしているの

トウキビやトウモロコシを

が高い︒アメリカでは︑サ

３Ｒ

は世界の食料援助量︑世界

億トンが捨てられて

と経済的に発展してきたと

して︑洋服を作っていた︒

いる︒途上国でも先進国で

ころが︑肉を食べるように

また︑農水省は製造業・

べ物の中の何分の１が捨て
も︑違った理由で捨ててい

繊維もできなかったら︑次

る︒このような無駄に溢れ

理している︒また︑毎年５

は動物の飼料︵Ｆｅｅｄ︶︑

られているか︑という質問

と懸念を抱いている︒知人

小売業ごとに︑１年間にこ

だ︒重量ベースで３分の１

フランスは昨年２月３

れくらい減らす数値目標を

まだ十分に食べられる食

なるので︑たんぱく源が足

それもできなかったら植物

た生活を続けていくと︑地

り︑平成

立てている︒パン製造業︑

を捨てている︒作るまでに

の議員は︑日本に合った食

食品リサイクル法にも関

べ物が︑世界でどれくらい

品ロスを減らすための法律

の肥料︵Ｆｅｒｔｉｌｉｚ
日︑スーパーで売れ残った

ｅ ｒ ︶︑ そ れ に も で き な か
ものを捨ててはいけないと

菓子製造業も入っており︑

りなくなる︒国連は︑昆虫

１００万円当たり２４３㎏

食が貴重なたんぱく源にな

係するが︑皆さんの会社で

球が１個では足りないと言

これからロスを減らそうと

われている︒日本で人口は

年と比較すると︑

原材料や電

月にごみ量を発表してお

気︑水︑人件

を作るように動いている︒

ったらバイオ燃料︵Ｆｕｅ
いう世界初の法律を作っ

が目標数値である︒

ると勧めている︒私もこの

りてくる︒食品として販売

ｌ︶と︑上からだんだん下

いう時︑一番肝心要のとこ

減っているが︑世界では増

バイオマスの５Ｆ

ほぼ半分に近づいた︒条例

費と相当のコ

話をするにあたり︑昆虫料

ろがリデュース︵Ｒｅｄｕ
理教室に行ってみた︒東京

ｃｅ廃棄物の発生抑制︶で

えており︑今まで肉を食べ

を作ったり︑飲食店で小盛
ていなかったところが︑食

りメニューを用意してもら

ストを使って

いる一方で︑貧困により１

の困っている人に寄付をす

することは︑一番付加価値

日２００円未満で暮らして

なこねじりやクッキー︑ラ

の栄養素

ラゼミとイモムシのチョコ

いる人が７億何千万人もい

る︒まずは食料︵Ｆｏｏｄ︶

ミドリムシは

レートコーティングしたも

適切な量が大切である︒リ

トンである︒今年の４月

の消費量は年間約６２２万

いるのに３分

の高田馬場で毎月開催され

ある︒廃棄物を発生させな
べるようになると食料が不

ている︒クリスマスイブの

ったり︑持ち帰り容器を用

の１は捨てて

足してくる︒

ＳＤＧｓは︑日本語で言

のを︑クリスマスケーキに

た飲み会で︑食べ残しのグ

ら︑最初から

コオロギのカナッペやアブ

億円捨てて

うと持続可能な開発目標で

る量も発表しており︑３２

ーメンなども作られてお

世界では︑
作らなければ

ある︒２０３０年までの数

る︒余っているところから

り︑今は飛行機やバスを動

ランチタイムに行ったら︑

いいと思って

のせて出てきた︒クリスマ

として使う︒使えなかった

ＳＤＧｓ

しまうくらい

値目標があり︑食品ロスは

ら次に繊維︵Ｆｉｂｅｒ︶

捨てるのな

の量だ︒カロ

デュースを心がけ︑それで

かす燃料としても︑開発さ

もできないものはリユース

として使う︒食べ物から繊

れている︒

ラム数がどれだけ変化する

維というと︑私が暮らして

かを見た︒実験は普通の居

︵Ｒｅｕｓｅ再利用化︶し

いたフィリピンでは︑バナ

１万トンである︒日本は２

酒屋︑食べ放題の居酒屋︑

て︑最後にリサイクル︵Ｒ

次号に続く︒

ｅｃｙｃｌｅ再資源化︶と

倍の量を年間に捨てている︒

京都市の取り組み
京都市では︑食品ロスも

中華レストラン︑高級レス

困っているところに渡すの

れている魚介類の消費量と

個の目標の中の

入っている︒２０３０年ま

まり︑しかも女性のほうが

同じくらい捨てている︒魚

リーベースで
は４分の１を

でに世界の食料廃棄を半分

多かった︒女性は果敢にチ

日本では１年間に消費さ

捨てている︒

ャレンジし︑男性は尻込み

13
にするという目標だ︒一昨

トランと４種類の店で行わ

は︑難しい︒

12
スだから誰も来ないと思っ

食品ロスは日本
でどれくらいあ
ると思うか？

いる︒どうせ

居酒屋の塚田農場は︑エ

その豚を安く仕入れ︑肉の

あるか︒これは日本も含め

11

52

14

年秋の国連サミットで決ま

12

食品ロスは世界で
どれくらいあると
思いますか？
て︑世界中で作っている食

ある一定の体重を
超えると命を奪わ
れる動物とは？

井出 留美 氏（株式会社 oﬃce 3.11 代表取締役）

食品ロス削減 の アプローチ

たら︑過去最高の人数が集

59

10
10
30

食品事業者の

番目に

11

13

億ト

17
世界では︑１
年間に

40
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（９） 平成29年11月15日

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
化史を考える﹂をテーマに講演会を開催しました︒

先月号より続く︒

生活の中で

か︑よく茂り︑花が咲いて
実がなった︒欽明天皇は橘
を植えた丘に︑別荘を造っ
た︒これが橘宮︵たちばな
のみや︶である︒
五七四年︑欽明天皇の息
子の陽明天皇の時代︑穴穂
部間人皇女︵あなこべのか
しひとのこうごう︶という
皇后が妊娠している時︑橘
宮で養生している︒宮殿を

奈良に都が遷るまでの飛

仏教が伝わった時の天皇

た︒五百年代︑欽明天皇は

で︑お参りする人が多かっ

った︒橘寺はなかなかの寺

までは橘寺駅という名前だ

派な人物になったので︑死

ろいろな能力を発揮し︑立

前を付けた︒厩戸皇子はい

まやどのおおじ︶という名

その男の子に厩戸皇子︵う

いて︑男の子が生まれた︒

口まで行ったら急に産気づ

歩き回っている時︑厩の戸

鳥時代︑田道間守が持ち帰

で︑古事記や日本書紀にも

んでから後︑神聖で徳の高

年前

った橘の苗を飛鳥の南の丘

記録されている︒欽明天皇

い皇子だと聖徳太子︵しょ

〜

陵に植えた︒その跡にある

の時代︑田道間守が持ち帰

うとくたいし︶という名が

えたが︑今から

のは橘寺である︒近鉄に飛

った苗をこの丘陵に植えて

飛鳥時代

鳥駅という駅がある︒昔︑

栽培した︒土地に合ったの

その②

が生まれた場所に︑仏教界

ら︑凄い人が馬小屋で産ま

田辺眞人氏

が寄付して建てた寺が橘寺

橘寺のマークは橘の紋を

である︒

使っており︑境内には馬の

銅像が建ててある︒聖徳太

子が厩の入り口で生まれた

のは︑五百年代である︒立

派な人物が厩で産まれたと

いうのは︑西暦紀元前１世

紀のキリストの言い伝えが

シルクロードから︑伝わっ

てきたという説もある︒聖

徳太子は古代の日本で本当

にいたのかまで疑われてい

るが︑日本書紀では立派な

人物で︑厩戸の入り口で産

まれたと書かれている︒こ

校で﹁うえのみや﹂という

れは地中海周辺の世界か
ことを皇子の中でも一番上

言って︑飲んだら頭がすっ

れるという言葉が伝わった

きりした︒どんな薬を飲ん

結果ではないか︒

なる︒これを﹁蘇﹂という︒

代の文化は︑国風文化とい

だと思うか︒これを表した

名前があるが︑聖徳太子の

飛鳥に行くと今でも売って

い︑日本人好みのものが残

ことである︒後に聖徳太子

来る物︑とにかく取り入れ

って行った︒その中で︑恐

席というので︑上宮︵かみ

て憧れる︒唐の時代は木の

いる︒熟成の最終は︑醍醐

平安時代になると︑西暦

書物の題名が﹁喫茶養生記﹂

つみや︶と書く︒大阪の学

下に立つ女性を描いてお

おいしいものの例えで﹁醍

︵チーズ︶になる︒だから︑

である︒中国から栄西が初

を受けた栄西は︑中国から

その事柄以上に考えてい

り︑樹下美人といって︑中

らく唐菓子も日本人の好み

めてお茶の木を持って帰っ

持って来たいい薬があると

ただきたいのは︑奈良時代

央アジアの壁画にも描いて

に合わないものは言葉だけ

みのものだけが残り︑違う

の半ばは︑太平洋から大西

八九四年に菅原道真の提案

で︑記録は奈良時代にある

ものは消えていく︒平安時

洋まで国境が１つだったこ

醐味﹂という言葉がある︒

で遣唐使が廃止になり︑大

である︒

奈良の都は西暦七百十年

ある︒女の人の顔は︑濃い

陸から入ってくる物が途絶

平安時代

から七九四年までなので︑
と︒太平洋に面した唐の国

醍醐︵チーズ︶みたいな味︒

七百年代はほぼ奈良時代と

京都の東南で水気の多い山

が中央アジアまで行き︑イ

眉毛で頬がふくらんだ美人

スラム教国と戦った︒イス

画だ︒東大寺には奈良時代

言っていい︒この時代はボ

てきて︑京都北側の清滝の

ーダーレスの時代だった︒

が︑どんなものがわからな

に描かれた︑同じような顔

かったため︑醍醐山と言わ

えた︒日本は国際交流が盛

ラム教国は七百年代︑地中

れた︒使われている漢字の

がある︒谷川の水がおいし

六一八年︑隋が滅んだ後︑

をした︑木の下に立ってい

方にある高山寺の一画に苗
る美人図が残っている︒

を植え︑栽培した︒当時は

海まで領土を持った︒つま

いような状況になっていっ

り太平洋から大西洋まで国

も薬のようにして︑そのお

唐の国が出てくる︒六二二

茶を煎じて飲んだ︒この栄

年︑本格的に布教を始めた

たと思う︒ところが︑実家

西の表した喫茶養生記が︑

貴重品だから︑嗜好品より

の影響でなかなか思うこと

日本のお茶に関する最初の

経過から︑乳はミルクで︑

ができないし︑北条氏の暗

著述になっている︒つまり

食べる物でも︑シルクロ

躍で気分がめいってしまっ

鎌倉時代は﹁喫茶﹂という

境が無くなるという︑今以

ている︒源実朝は酒飲みで︑

言葉により︑お茶を飲む時

のがマホメッドで︑イスラ

鎌倉時代で一番大きな伝

つい深酒し︑頭がボーッと

は︑点心のお菓子だった︒

酪はヨーグルト︑蘇はバタ

来品は何か︒鎌倉幕府を作

して気分が悪い︒二日酔い

こうして︑鎌倉時代からそ

ードを通ってきたものを取

れがおいしい﹂と言うと︑

ったのは初代・源頼朝であ

だ︒この時に中国帰りで︑

上に国際化した時代があっ

日本人も醍醐味のような言

る︒頼朝が死んだ後︑奥さ

よくものを知っている坊さ

れまでのフルーツだけでは

ム教の国サラセン帝国が始

が 入 り︑﹁ 唐 ﹂ と い う 字 を

葉を使ってしまう︒今から

んの北条氏が力を握り︑２

んに相談した︒これが日本

なく︑お菓子が必要になる︒

鎌倉時代

使って﹁から﹂と読ませた︒

年前の日本人が︑チーズ

代目将軍頼家は北条氏に暗

で臨済宗を開いた︑栄西と

ー︑醍醐はチーズのような

この唐菓子がこの時代の日

は脂くさくて食べないとよ

殺される︒３代将軍実朝の

いうお坊さんである︒相談

ものだろう︒中国の人が﹁こ

日本は国際化の時代にな

本に入ってくる︒また︑後

く言っていた︒日本人好み

時代︑遺している歌などを

り入れた︒その時に︑外来

ると︑外の物差しをすぐ受

の時代の日本人にとって︑

のものではないが︑よそで

見るとかなり有能な人だっ

のエキゾチックという言葉

七五一年に中央アジアのタ

け入れてしまう︒奈良時代

一番おいしい味覚のものを

評価されているから︑日本

た︒すると︑シルクロード

ラス河畔で︑唐の軍隊とサ

は︑六百年代から七百年代

醍醐と言った︒乳が熟成し︑

でも受け入れられた代表例

を通り︑いろいろな物が日

ラセン帝国︑イスラムの軍

にかけて︑遣隋使︑遣唐使

ヨーグルトみたいなものな

まる︒奈良時代の七百年代

隊が直接戦争し︑唐が負け

と称し︑国際化の世界に食

り︑さらにバターのように

に︑この両方がどんどん大

た︒イスラム教徒の捕虜に

らいついていた︒西から入

本に入ってきた︒

なった中国人に紙漉き職人

ってくる物︑中国大陸から

次号に続く︒

がおり︑その人からユーラ

きくなっていった︒そして︑

んな時代は︑外に引っ張ら

大阪の方だと聖徳太子の

贈られた︒

田辺 眞人氏（園田学園女子大学名誉教授）
れるが︑衰えたら日本人好

ていった︒

お菓子の生活文化史を考える

た︒

奈良時代

高松塚の古墳でブームにな

50

り︑飛鳥駅という名前に変

40

シア大陸の西に紙が伝わっ

50
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第944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

うちも名前が売れる。こう

していた。スタバも儲かる、

するな、ということは徹底

ら生み出す広報戦略」をテーマに講演を行いまし

た。

先月号より続く。

年にいよいよ、ス

１万倍の利
平成

その②

億円だった。か

だいた。電波の専用料を計

ことを随分取り扱っていた

日のワイドショーで鳥取の

ダーッと出た。案の定、翌

ことがまたツイートされ、

ほちーの」と言い、こんな

ひスナペチーノをつくって

た。「 社 長 さ ん、 今 度 は ぜ

いた。職員から「どれほど

を作って、レンジャーを置

鳥取県が砂丘の管理事務所

砂丘保全条例を作った時、

おります」という話だった。

職員に聞いたら「結構来て

った。翌日、砂丘事務所の

砂丘にも出るらしいとわか

が、ニュースを見ていたら、

やった時、大分騒ぎが出た

して書いたのである。これ

つきやすいようにルールと

ゲームをする人たちが飛び

「掟」と名前をつけたのは、

掟として書いた。わざわざ

をかけない等々のマナーを

下さいね」と、他人に迷惑

丘の雄大な自然を楽しんで

に 注 意 し て 下 さ い ね 」「 砂

だから「小さな生き物たち

が、トイレの窓ガラスが無

記した。墓の問題もそうだ

史実と違うところを全部列

ことにした。申し入れでは、

テレビ局に申し入れをする

紙が「問題だ」と言い出し、

らく放っておいたら、地元

で出したりしていた。しば

のようなキャッチフレーズ

のお墓だったものを慰霊塔

で土産物屋の売り上げが、

い。番組では幽霊が映るの

算すると
かった広告費が貸衣装代な
レンジャーを置きますか」

のアラビアンの衣装を借り

た。それでマイクを向けら

のかというくらい来てい

もしろくてこんなに集まる

ィアが並んでいる。何がお

通り、ありとあらゆるメデ

ックスさん、さすなばだ」

美味しいですね。スターバ

は？」と聞くので「これは

ャンペーンを行った。星空

昨年、ポケモンＧＯがは

げられた。

日、世界一の売り上げを上

にスターバックスは、その

りの感じになった。ちなみ

うちも儲かるという狙い通

スターバックスも儲かる、

ね上がる。我々が目指した

指数を見ると両方一緒に跳

とツイートされた時、検索

＂ す な ば ＂ と＂ ス タ バ ＂

ぞれの菓子があるので、そ

る。それぞれの故里にそれ

それぞれの故里の星が出

ですよ」も売り込みたい。

り ま し ょ う 」「 い い と こ ろ

としては「鳥取の自然を守

いい。ただ、その時に我々

の開放区と宣言したほうが

マホを使ったポケモンＧＯ

たら奇跡だから、砂丘はス

ない。人間同士がぶつかっ

も来ないし、自転車も走ら

「おもしろい」という。車

ジャーのボスに話したら

に５人置いた。そのゴレン

ンジャーだ」と言って本当

ーだから５人でしょ、ゴレ

き上げていただきたい。

を出して、いい食文化を築

ところがあり、例えば個人

の中には幾つも史実と違う

組を組まれた。しかし、そ

取城に幽霊が出るという番

きた。４月にテレビで、鳥

キングされるようになって

縄、大阪の次に鳥取がラン

も上がっており、東京、沖

鳥取のメディアの露出効果

このようなことで最近、

かないますようお祈り申し

皆さんの願いが「すいーと」

地域に訴える作戦を取った。

言い、好感度を持って他の

い、我々も言うべきことは

間違いも指摘をさせてもら

伝の機会になった。史実の

トで結構はやっており、宣

い」と返した。これもネッ

す。ぜひ取材に来てくださ

末裔キタロウは境港にいま

ません。しかし、幽霊族の

「壊れたので外しました」

で外したとなっていたが

万円なので、１万倍の

ど

％上がった。

たらどうか」という。ちょ

れ、ちょっと失礼だが「ど

と答えて、そこで１本取っ

の写真コンテストも始め

の素晴らしさを伝え、知恵

と相談された時「レンジャ

っと恥ずかしいと思いなが

うですか。生まれて初めて

で完売した。価格３，９３

た。１等の商品は、星に名

利だった。

ら、まとって出た。それで

フラペチーノを飲んだ感想

９円は、サクラサクをイメ

前をつける権利である。美

内覧会に行き、ＣＥＯに

「砂丘からサンキュー」な

口からカニが出る＂カニ蛇

ージしたことと、サンキュ

いうキャンペーンを行った。

ど、そういうのぼり旗を立

口＂ができたという作品で

ーサンキューという意味で

ターバックスが店を出すこ

てて、ＰＲした。ただ、ス

ある。種明かしをすると、

を作ることも考えている。

ベントをするのに、砂場風

驚いたが、いろいろ考え「イ
てくれた。皆さんご想像の

で」と言ったら、持ってき

たちだけに、今日を契機に

レビ局に手紙を出した。「鳥

取には地縛霊も砂漠霊もい

上げ、私からのメッセージ
としたい。

•••••••••••••••••••••••••••••

回日菓祭

お菓子とパンと幸せと
日本菓子専門学校（秋田
月３日、第
回日菓祭を開催した。

勝校長）では

「お菓子とパンと幸せと」

て話題になったが、カニの

うと、落ちなかった梨を「合

に被害が出た。何とかしよ

鳥取県中部地震では、梨

ー大使に任命し、東京でキ

ともえさんを星取県のスタ

と動いている。先般も篠原

ので＂星取県＂を目指そう

鳥取県は夜空がきれいな

域故里に貢献されている。

ある。皆さんも菓子で、地

さと大きな星が出とる」と

きほうさい）の句に「ふる

鳥取出身の尾崎放哉（おざ

来ていただければと思う。

ぜひ、また鳥取に遊びに

演、試食を行った。体験コ

やチョコチップメロンを実

菊、パンではミニショコラ

菓子では上生菓子やはさみ

ンやチョコレート細工、和

はバームクーヘンやマジパ

は、実演コーナーで洋菓子

クレープ、和菓子は雪うさ

ペンダント、チョコバナナ

ーナーでは洋菓子がグラス

お菓子やパンも販売された。

た。会場では学生が作った

ぎやいろづきなどが催され

ウェルカニ

しい星空を守るため、条例

の市町村全てで、天の川
が見えるのは、なかなかな

と事実を書き、その上でテ

ターバックスの商売を邪魔

後ろで、カニを入れている。

サントリーで＂水の山＂

鳥取県は信号すらあまりな

「フラペチーノという飲み

鳥取県は、日本で一番カ

カキにも輝太郎（きたろ

というＣＭが、放送される

い県で、灯りが少ないから

員に「今ほど鳥取を売り込

ニが獲れるが、認知度がな

う）と名付けたが、これも

ようになった。きれいな映

こそ、美しい星が見える。

物があるそうですね。スタ

かった。どうしようかとい

売れた。ＪＲが名前を付け

像や宇多田ヒカルの新曲を

夏場には、天の川も見える。

ーバックスの名物だそう

う時「蟹取県と名前をつけ

たものでは、お嬢サバと書

交えているから、今はお客

めるチャンスはない、準備

たらどうか」と申し上げた。

く箱入り娘のサバで、養殖

様が奧大山へ聖地巡礼のよ

しろ」と伝えた。県職員は

また、観光キャンペーンも

を始めている。また、鳥取

鳥取砂丘スナホ・
ゲーム解放区宣言

＂ウェルカニ＂のキャンペ

と岡山で東京にアンテナシ

うに来られる。

スイーツを作っている方

ーンをしてみようと申し上

ョップを作った。これは伊

値段にも効果があったのか

格まちがい梨」として売り

をテーマに行われた同祭

なと思う。それから、倉吉

出した。これもおかげさま

い。

11

ある。

げ、始まった。するとズワ

原木岡山県知事のアイデア

30

出身の映像作家・森氏が作

全ての市町村で
天の川が見える

30

った動画は、米子空港に蛇

体験コーナー

第

イガニの価格が上がり、五

で、私と２人で恥ずかしげ

平井 伸治 氏（鳥取県知事）

輝星（いつきぼし）という

広 報 戦 略

最高ブランドも作った。初

ゼロから生み出す

もなく漫才をした。

とになった。この時、県職

27

34

••••••••••
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競りでは１３０万円を取っ

事実と異なるこ
との指摘も好感
度を持たせる

25

30

19
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（11） 平成29年11月15日

洋菓子講習
日本菓子専門学校

ブリゼ〉

ｇ

ｇ

【基礎編】
教師

１本分

酒井 雅秀

高さ２㎝

水、食塩を加え練らないよ

❷フォンテーヌ状にして

る。

ませながら細かくカットす

ふるい、バターを粉になじ

❸全卵、粉末アーモンドを

え熱を抜く。

❷バター、生クリームを加

キャラメルを作る。

❶グラニュー糖、水アメで

…………０・５ｇ

ベーキングパウダー

うにまとめ、冷蔵庫で冷や
加え最後に薄力粉ベーキン

❶強力粉、薄力粉を一緒に

す。

〈クランブル

グパウダーを合わせる。

ｇ

ｇ

ｇ

ットジャム、クランブルカ

ムタタンをのせ、アプリコ

と合わせています。キャラ

ラメルのクレームダマンド

を使用し、相性の良いキャ

リンゴは酸味のある紅玉

ら焦がしていくのが良いと

に使うのかイメージしなが

みしか感じられません。何

薄くては甘く、濃いと苦

思います。

です。

メルは焦がし方がポイント

ソナードで仕上げる。

秋のお菓子タルトタタン
をアレンジしました。

使が舞い降りたかのように

ところが今年、まるで天

ら始めないといけなくなる。

悲しむし、またそこで一か

ころに移転するとお客様も

•••••••••••••••••••••••••••••

人に愛される菓子屋

その物件は現れた。

が、今年は創業以来一番重

いても１分とかからない。

らほんの数十メートル。歩

元店舗のあったところか

要な年になった。それは移

吉乃屋

人間社会で生きていくに

その場所に念願の工房と店

御菓子司
は、それがどんな業界でも

転リニューアルオープン。

ｇ

❶全ての材料を冷やしてお

どんな仕事でも、人との繋

薄力粉…………………

食塩………………０・２ｇ

粉末アーモンド………

カソナード……………

バター…………………

カソナード〉

〈ポンム

タタン〉

リンゴ…………………４個

ｇ

ｇ

ｇ

バター…………………

ｇ

食塩……………………２ｇ

水……………………約

バター…………………

㎝×５㎝

キャラメル タタン
〈パート
薄力粉…………………
強力粉…………………
グラニュー糖…………
❶リンゴを８等分にしバタ
ーで炒め、リンゴの水分を

グラニュー糖…………

店内

自分の店に対する情熱は

吉乃屋

あっさりした白あんと佐賀

そこだけにとどまらず、業

御菓子司

張る」もまた中西さんの言

界や地域の活動にも積極的

だ。昨年度は大阪府生菓子

ほのか使用の「いちご大福」

青年クラブで幹事長を務め

父も和菓子職人だったこと

そんなお店のイチオシ商

から中学生の時に父の作っ

あげ同クラブの

葉だ。

た苺大福に感銘を受け、い

事業を大阪の中央公会堂に

❷グラニュー糖をキャラメ
き、ロボクープでそぼろ状

舗を２０１７年

品は「窯焼き餅パイ」毎日

つか自分でも作りたいと心

て大成功させた。地元のイ

ｇ

リニューアルオープンさせ

窯で焼いたさくっとした餅

に秘めた。その夢が叶い独

ベントにも必ず参加する。

ルにし①を加えて煮つめる。

諸事情で最初は工房と店舗

パイ。粒あんとお餅のバラ

立開業したこの店で、そし

が車で行かなくてはならぬ

製造員も店員も一丸となっ

ンスが大好評！北海道産大

て自分の手で「いちご大福」

月に移転

がりは一番重要で大切なも

てお店を切り盛りしてい

納言小豆と甜菜糖使用のこ

のだとすれば、御菓子司吉

の中西さんとしてはリアル

る。人付き合いが良く優し

だわりのお菓子は一日２回

にまとめる。

タイムでお客様に対応する

い中西さんは「一菓一笑（い

打ち上げも二次会も大好き。

❷１８０℃のオーブンで焼

ん程それを大事にしている

のが難しく、配送コストも

っ か い ち え ）」 の 言 葉 を か

を作り、それが売り上げ的

❸型に入れて１７０℃のオ

人はいないのではないかと

時間もかかる。長年の課題

買いに来る人がいるほど。

ーブンでリンゴから出る水

【仕上げ工程】

思う。ましてや地域密着型

として頭を悩ませてきたの

かげ、お菓子で皆に笑みを

を届けている。コミュニケ

子をつくり、お客様に笑顔

と仕事をし、美味しいお菓

するが、従業員は生き生き

の想いが伝わらないと謙遜

中西さんはまだまだ自分

持を得ている。

押さえ、幅広い年齢層の支

羊羹・最中などもしっかり

ルーツ大福」定番の桃山・

んまっきぃ」や人気の「フ

る可愛らしいどら焼き「あ

トキャラクターの焼印があ

他にも松原市のマスコッ

のではないかと思う。

はお客様が一番知っている

わないというが、その答え

た。それでもまだ父には敵

にも一番の商品に育て上げ

さんの

スもある中西

し、経営セン

を大切にし、お菓子を研究

たいという。人との繋がり

れ、別の事にチャレンジし

たことで時間に余裕が生ま

工房と店舗が一緒になっ

年後

ーションがとれてないとこ

名まで膨らみ

❶パートブリゼを２㎜厚に

が多い和菓子店ではその重

だが増設は出来ないし、せ

届けたいと願う。

た。従業員

伸ばし型に敷き、から焼き

要度はさらに大きくなる。

っかく地域のお客様に愛さ

ほどの距離があり、作り手

する。

創業は２０００年７月。

れてきたのに遠く離れたと

乃屋の経営者、中西信治さ

❷キャラメルダマンドを絞

年をむかえたのだ

夫婦ではじめたこの店は今

成する。

ｇ

り１８０度のオーブンで

年で

分を出しながら焼成する。

ｇ

焼成する。

周年記念

ｇ

❸焼き上げた②の上にポン

ダマンド〉

ｇ

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

55

〈キャラメル

ｇ

水アメ…………………５ｇ
バター…………………
生クリーム……………
粉末アーモンド………
全卵……………………

10

うはいかない。店内には笑

その中で中西さんの一番

っているのだ

は一体どうな

ク長・松田明

部近畿ブロッ

全菓連青年

目を離せない。

茶目な彼から

・・・少しお

てね」

さん遊びに来

てます！みな

「気合入っ

ろう。

の思い入れのある商品は、

従業員の皆さん

10

薄力粉…………………

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。

10

飛ばす。
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み が 絶 え な い。「 楽 し く 頑
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