通 常 総 会・定 時 株 主 総 会 を 開 催

年度賦課金ならびに手数

定数を満たし成立したこと

員数を報告し、通常総会が

この結果、本年度の賦課金

れ原案通り承認可決した。

料決定の件」は同時上程さ

常総会が開催され、出席会

を宣言したあと、議長に堤

は昨年度と同様、１株

円

副理事長が指名され議事に

にすることとした。

書案承認の件」について営

剰余金処分案承認の件」が

対照表及び損益計算書及び

告書及び財産目録及び貸借

生管理計画（基準Ｂ）作成

「ＨＡＣＣＰに対応した衛

理事より別紙資料に基づき

報告事項として山本専務

業概況並びに決算状況が説

の手引書の作成状況につい

年度事業報

明された。舩見監査役より

説明され、丸山監事より監

先ず「平成

入った。

監査報告がされた後、同期

ＡＰなど、聞きなれない横

「ＨＡＣＣＰや食品安全Ｇ

利明衆議院議員が駆け付け

親会を開催した。本年は甘

者約１２０名が参加し、懇

当局、関連団体、業界関係

会場では引き続き、関係

っかり連携をとり、小難し

生労働省、経済産業省がし

思います。農林水産省、厚

など、色々な作業があると

ＩＴをどう活用していくか

第４次産業革命の時代で、

作業と思っています。また、

的工程を見える化していく

が行ってきたことを、具体

環境があるので、日頃皆様

安全への注文に応えてきた

も一つの大きな選択肢であ

重要になっています。輸出

加価値を足していくことが

い需要を捕まえ、さらに付

の市場が縮まる中で、新し

課横島直彦課長より「国内

農林水産省食品製造卸売

った。

いと思います」と挨拶があ

境整備に取り組んでいきた

度を上げていくように、環

たる皆様の業が、国際知名

す。通常は価格が上がると

量不足という課題がありま

原材料の価格の上昇、供給

す。皆様の中では、国産の

頂きたいと期待していま

つめ直し、価値を発信して

い観点で、皆様の商品を見

料になると思います。新し

で受賞したことも説明の材

新しい魅力は何か、菓子博

こが支持されているのか、

ぜ長く続いているのか、ど

待されていることを伝え、

生産現場に伝え、農業が期

ています。それを、国内の

か、情報を集めたいと思っ

作物に期待されているの

しているのか、どのような

度はどのような作物が不足

す。アンケート調査で今年

我々の役目と思っていま

場 に 伝 え て い く こ と が、

ことを、一次産品の生産現

が色々な材料を求めている

状況が起きています。皆様

発声がなされた。

ター村上理事長より乾杯の

一般財団法人食品産業セン

思います」との挨拶の後、

つ一つ解決していきたいと

策などの課題も、一緒に一

ＡＣＣＰや消費税の転嫁対

ていきたいと思います。Ｈ

り成長ができる体制を整え

と農林水産業が、一体とな

により、皆様の加工製造業

いきたいと思います。それ

仕事であることを紹介して

いて」の説明があった。

９回全国和菓子甲子園につ

て」、槌谷青年部長より「第
決した。
「平成

年度事業計画及

査報告があり、原案通り可

％）

き、普通配当百円（年

日まで）貸借対照

表及び損益計算書及び株主

とする原案が承認された。

文字が入ってきて、国際標

いルールをかみ砕いて、よ

生産が増えますが、日本の

び 予 算 案 承 認 の 件 」「 平 成

準が国内標準になりつつあ

りますが、国内にいても市

期通

ります。しかし、日本の国

り受け入れやすい仕組みに

海外から大勢の旅行者が来
ています。観光庁と農水省
の推計では、海外からの旅
行者が日本に滞在中に支出
している食費は８８５６億
円、お土産に買う食品が３
４５６億円、足すと政府が
目標としている食品農林水
産物の１兆円は既に達成し

１０８校３１

作品の応募

ロックより３チーム、合計

チームが選考される。選

考されたチームは、８月

戦を行い優勝作品が決定さ

辻製菓専門学校にて、決勝

日（火）大阪市阿倍野区の
全菓連青年

れる。

第９回全国和菓子甲子園
部主催の第９

ック

校

作品、▽中部ブ
校

作品、▽近畿
校

作品、▽中

作品、
校

校
▽九州ブロック

四国ブロック

ブロック

ロック

校

作品、▽関東甲信越ブロ

▽東北北海道ブロック

以下の通り。

各ブロック毎の応募数は

回全国和菓子
甲子園の応募
総数は全国
都道府県１０
８校３１８作
品になった。
応募締め切り
後、各地で予
選が行われ、
最終的に各ブ

16

ている状況です。国内でも
外国の方々の需要を確実に
捕まえれば、市場はまだま
だ広げられます。そのため
には、説明をしっかりする

関東甲信越ブロック書類審査

作品

72

55

24 52

14

ことが大事です。長い間売

•••••••••••••••••••••••••••••

民性は細部にこだわり、味

続いて全菓連の第

資本等変動計算書及び個別

の株主配当金は１株につ

全菓連・ビル会社 普通配当百円（年 ％）
年度第

日、東京・明治記念館で開催。全議

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長齊藤俊明氏）は平成
期定時株主総会を６月

と、齊藤理事長・社長を議

挨拶された。

長にして議事に入った。
期（平

会議は先ずビル会社から

議案審議では「第

始められ、出席株主数と持
株数を報告総会が定数を満

50

若い世代に参入して頂ける

注記表及び剰余金処分計算

29

一次産業は逆に減っている

年４月１日から平成

20

場は広がりつつあります。

成

年３月

案を原案通り承認した。終了後の懇親会には、甘利明衆議院議員も駆けつけ、

期通常総会、第

53

工夫してもらい、世界に冠

たし成立したと宣言したあ

30

12

30

れているだけでは、不十分

39

懇親会も開催

54

20

53

54

や見栄えだけでなく、食品

29

31

な時代になっています。な

51

19

56

17

18

21

30
通常総会・定時株主総会
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（１） 平成30年７月15日

タミ率５％未満、０％超の
重要とのメッセージが発せ

役割に取り組んでいく事が

と調整して策定した手引書

実情を踏まえ、厚生労働省

して、業界団体が事業者の

検証し、最終案として公開

細事業者での実行可能性を

注視しながら、小規模・零

国が定める基準の内容等を

（３）貿易交渉への対応

きます。

策の充実を国に要請してい

製品等原材料の安定供給対

係団体と連携し、国内菓子

政策の動向を注視しつつ関

としています。政府の対外

定）交渉等が進められよう

９月の食品表示基準の改正

産地表示については、昨年

また、加工食品の原料原

ます。

必要な要望等を行っていき

情に合ったものとなるよう

ととされていますので、実

合員へのさらなる浸透に努

する信頼確保のために、組

ました。消費者の菓子に対

基本原則の一部が改訂され

準）によることが適当であ

する衛生管理の基準（Ｂ基

則の弾力的な運用を可能と

早ければ平成

年４月と見

きを経て国の了承を得て、

の技術検討委員会等の手続

で承認手続きが行われてい

れ、現在発効に向けて各国

に求めていきます。

無いよう所要の対応を政府

月には注文
原材料の表示の方法につい

等を参考にしながら、７原

価格、資材等の価格の上昇、

を踏まえ、基準、Ｑ＆Ａ等

始しており、
した組合員に届けるべく準
年１月

高止まり、人手不足など、

年度事業計画
られるとともに、

一方、米国のトランプ政

依然として難しい経営環境
めます。

平成
て、消費者庁が検討するこ

権の貿易政策の動向、原油

②食品事業者の５つの基本

全菓連
備を進めます。

我が国の経済は、海外経

相場等の動向、円相場の動
のお菓子に関する部分を抜

③ＨＡＣＣＰ手法の制度化

のための業界団体による手

正と並行して、Ｂ基準適用

るとして、食品衛生法の改

なお、ＨＡＣＣＰ支援法

応することとしています。

込まれる制度化の実施に対

経済連携協定交渉（ＥＰＡ）

るところですが、日・ＥＵ

化対策

（４）中小企業、地域活性

製造業が不利になることの

済が回復する中で、輸出や

におかれています。
原則の改訂への対応

厚生労働省では、食品の

協定が署名さ

生産の持ち直しが続くとと
向等不確定要素も多くなっ
粋整理した「お菓子の新し

衛生管理手法としてＨＡＣ

引書の作成を進めたいとし

引き続き取り組むこととし

化基盤整備計画認定事業に

による高度化計画及び高度

効を目指すこととしていま

にも署名、

年春までの発

き最終合意に達し、本年夏

の効果が着実に中小企業、

入りますが、アベノミクス

３）遺伝子組み換え食品の

ます。

により開催され、より一層

交換会が農林水産省の主催

コミ、有識者から成る意見

本年３月

日食品衛生法改

検討を進めていましたが、

素案を厚労省が開催する非

え、菓子製造業の基準Ｂの

省との打ち合わせを踏ま

関する問題

（２）原材料の安定確保に

ます。

ととしている対策について

和のために国が措置するこ

すが、国内業界への影響緩

現するよう、インフラ整備、

震の震災復興の加速化が実

もに、東日本に加え熊本地

地域経済にも波及するとと

た。厚労省は、コーデック

正案を国会へ提出しまし

るところです。今年度は、

明し、種々指摘を受けてい

公開の技術検討委員会に説

視しつつ、適正価格での菓

及び国内農政の動向等を注

世界の穀物等の需給状況

要請等を行っていきます。

に、菓子業界として必要な

その動向を注視するととも

の拡充を国に要請していき

税制の一層の充実等の施策

人材の育成確保、中小企業

菓子業界としては、厚労

ています。

アベノミクスも６年目に

い表示制度について―その
本原則について、最近の意

ＣＰ手法を制度化するべく

月８月に一部を除

以上の状況を踏まえ、中

図的な毒物混入事案等を踏

も昨年

小菓子業界の発展に資する
２―」を作成し、組合員の

まえ、業界、消費者、マス

遺伝子組み換え食品の表

表示に関する検討への対応

への対応等

また、小売り段階におい
観点から、以下の事業に取
皆さんに提供することとし

日からの

年に制定された基

ては依然としてデフレ傾向
り組んでまいります。

年４月

平成

が続く中で、中小菓子業界

年の

れ、雇用・所得環境の改善
が続く中で緩やかな回復基

は、小麦、乳製品等の原料

が続いており、平成

の平成

スＨＡＣＣＰの７原則をそ

（１）食の安全安心に関す

の食品の安全・安心の確保、

のまま実施することが困難

また、ＲＣＥＰ（東アジ

前年対比２割増となり、イ
示の見直しを検討していた

食品ロスの削減を図る観点

子原材料を確保するために

ア地域包括的経済連携協

適用に向けて準備を進めて

から、食品事業者だけでな

これら指摘への対応を決め

小麦、米、小豆、砂糖、乳

る問題
消費者庁の検討会は、本年

な小規模事業者等について

るとともに、他業界の動向、

ンバウンド消費も前年対比

３月に最終報告書を取りま

く、消費者、マスコミを含

は、一般衛生管理を基本と

る栄養成分表示について

特に、新たに義務化され

めたフードチェーンに関係

いきます。

する者全体で情報を共有

①適正な食品表示の推進等

その結果、今後は「遺伝

県菓子工業組合に通知する

とめ、関連団体及び都道府

す。

により紙面の充実を図りま

表示に関する情報の提供等

ーの情報提供、品質管理・

来ており、全日本菓子協会

術に対する関心が高まって

等から、日本の菓子製造技

加、アジア諸国の経済発展

最近の訪日外国人の増

ところであり今後とも充実

シ ピ 集 」） 等 を 行 っ て い る

シ ピ の 紹 介（「 お 菓 子 の レ

菓子店探訪」）、お菓子のレ

合 員 店 舗 の 紹 介（「 各 地 の

子工業新聞に取り上げた組

菓子何でも情報館」に、菓

方の見直し検討を再開し、

であった菓子博覧会の在り

（１）菓子工業新聞（全菓

ていきます。

情報の提供を一層充実させ

３．情報提供

各県組合情報提供制度を

合員様情報」コーナーを活
用した組合員に対する各種

ます。

子組み換えでない」との任

とめました。

は、パソコンを利用した菓

に取り組みます。

子業界専用栄養成分計算ソ

年４月１日に食

政府目標に向けて、今年度

品表示法の施行に併せて公

し、それぞれが果たすべき

２）平成

り、

12

意表示ができなくなるコン

13

フトに事前注文の受付を開

も引き続き堅調な伸びと地
域への波及が期待できると
ころです。

回全国

年２月に幕張メッ

とともに、都道府県菓子工

（２）「お菓子何でも情報館」

拡充するほか、原材料情報、

セで開催される第

業組合に対し次回の開催を

大博覧会を開催するにあた

ンター、アルコール洗剤等

大会、８月に大阪で開催さ

希望する場合には、本年中

ます。

の必要資材の斡旋を引き続

れる高校生を対象とした第

による、消費者、組合員へ

す。

き実施します。

９回全国和菓子甲子園、ブ

に申し出ていただくよう要

の情報提供の充実

需要喚起方策、材料メーカ

③全組合員を対象としたＰ

ロック長会議、各地区ブロ

請したところです。

っての指針」として取りま

（１）需要喚起対策

Ｌ共済保険制度のほか、引

ック大会の開催等の支援を

（５）青年部活動の支援

①菓子需要喚起キャンペー

き続き任意ＰＬ保険の加入

行います。

②包装資材、出版物、プリ

全日本菓子協会が窓口と

促進に努めます。

需要喚起対策事業（平成

回全国菓子大博覧会

昨年度伊勢市で開催され

等関係団体と連携して菓子

平成

なり菓子業界と砂糖業界が

（３）全国役員研修会、ブ

（６）全国菓子大博覧会の

ン

一体となって取り組む菓子

ロック会議の開催

次期開催地

・三重は、総入場者数が

業界としての国際貢献方法

全菓連ホームページ「お

参画します。

①全中の助成を受け、全国

実施します。

万４千人とほぼ目標を達成

ビルへの委託事業）

実施します。

本年１月全菓連での検討を

連ビルへの委託事業）

た第

に引き続き助成します。

②各県組合相互の情報交換

し、盛会裏に閉幕しました。

①菓子の原材料の安定確保

組織活動対策補助、菓子

（４）各県組合活動の支援

踏まえ、全国菓子大博覧会

していきます。併せて、「組

のため、関係団体、企業と

祭り等の助成、全菓連ブロ

協議会において「全国菓子

を検討します。

の連携の下に、国産加工用

ック会議開催補助、パソコ

閉会後、予てからの懸案

米、もち米、北海道小豆、

ン導入促進融資などを行い

27

天津小豆等の共同購入、斡

11

旋事業を引き続き実施しま

58

月に東京で

（２）原材料等の安定確保

並びに全菓連の事業推進の

10

ためのブロック会議を継続

（７）その他

②各県組合等が実施する菓
役員研修会を

２．組合活動

27

対策等の経済事業（全菓連

年度以降継続）に引き続き

31

20

表された改正食品表示基準

１）引き続き表示の適正化

1

年度４千万人という

推計値は約２８７０万人と

１．事業環境を巡る諸問題への対応

調が続いています。また、

11

海外からの訪日者数は増加

33

ＴＰＰ

もに個人消費や設備投資が
ています。

28

10

持ち直すなどの動きがみら

30

％増と堅調に推移してお

32

29

子祭り等の需要拡大の取組

17

31

20

18

平成30年７月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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通常総会を開催

日 本 菓 子
教育センター
まとめ︑厚生労働省へ陳情

会員校より要望事項を取り

秀な学生

①加盟校より推薦された優

７．優秀学生の表彰

書籍の販売の総頒布高は

・６％と報告された︒

約３︐０５３万円で昨年対
比

⑹資格取得者の待遇改善

会員校の紹介を行う︒

ージにより︑事業活動及び

遣を行う︒

会員校に︑講師の紹介と派

業に資するため︑希望する

査する︒②和洋菓子実技授

伴う改選が行われ︑新理事

⑺専門学校︑技術専門校間

長に高井和明氏︵学識経験

年度卒業時に日本菓子教

名に対し︑平成

書を提出した︒現在︑同省

するよう努める︒

では検討がなされている

⑻和洋菓子業界への広報事

国約五千の高校に配布︒会

⑴製菓衛生師並びに技能検

日本菓子教育センター
育センター理事長および関

定制度の普及

与した︒

⑶会員校教職員を対象とし

に関する諸問題の取り組み

⑵菓衛生師制度等資格制度

る︑②技術専門校が和洋菓

ための事業に協賛︑助成す

界の技術振興︑資質向上の

業に取組む︑①和洋菓子業

副理事長に就任された︒

俊明理事長が同センターの

工業組合連合会よりは齊藤

者︶が就任した︒全国菓子

また︑役員の任期満了に

が︑再度申し入れを行う︒
係菓子業界４団体の代表者

②技術専門校生を対象に

子業界に対し行う広報活動

の交流を図り︑事業に反映

員校の生徒募集に貢献した︒

による表彰状と記念品を授

年度の事業計画

︵理事長大窪幹夫氏︶では
６．関係官庁の事業への協

①厚生労働省医薬局食品安

﹁働きながら学ぶことにつ
た研修会の開催

を支援︑助成する︒

年

全部企画情報課に対し︑製

⑷会員校のＰＲ︒専門学校

よびポスターを平成

菓衛生師に関わる諸問題に
いて﹂をテーマとした小論

について︑ポスター︑チラ

回通常総会

作した︒

作品に対し賞状と記念

文の応募作品の中から優秀

職業能力開発協会の依頼に

の委任を受けている︑中央
８．会員の拡大

品を授与した︒

門校について︑入学案内書

を制作︑配布する︒技術専

シおよび会員校の学校要覧

る卒業生の就職状況︵雇用

⑽新事業︑①会員校におけ

⑼本頒布事業

配分する方向ですすめる︒

るため今後は役員を均等に

専門学校の意見を反映させ

員校増加にともない︑製菓

中心に運営されていたが会

事業報告についての主な内

より︑和洋菓子検定委員を

条件を含む︶と離職状況︵離

月に︑同センターで統一制

４．技術専門校が菓子業界
ついて︑情報交換や資料提

な

年度

に対し︑訓練校に対する理
供等に協力︒

同センターの平成

容は次のとおり︒

②技能検定試験の問題作成

った︒

とポスターを統一製作する︒

職理由を含む︶について調

した研修会を開催︒

５．製菓衛生師検討委員会
学校が入会した︒

⑸教育センターのホームペ

万円の助成を行

︵無料アプリで動画配信に

推薦し︑交通費などの助成
９．出版物など販売事業

校につき

つながり︑かつホームペー
では︑製菓衛生師資格制度
を行った︒

２．ポスターおよびチラシ

ジ に リ ン ク で き る も の ︶︑
に関する諸問題について︑

東京都の華調理製菓専門

加盟学校要覧を作成し︑全

また︑これまで業界団体

解を深めてもらうための広

を開催した︒

舘において第

６月
力

平成

86

３．技術専門校入学案内お

30

93

日に︑浜松町東京會

29

報事業を実施した場合︑１

10

１．会員校教職員を対象と

42

28

平成

年度

果

結

食品製造業における

ＨＡＣＣＰの導入状況実態調査
従業員５人以上の企業でＨＡＣＣＰ導入
済み企業は ％︑４人以下を含めると ％

・７％となっ

全体で見ると︑﹁導入済み﹂

管理の考え方をよく知らな

と﹁ＨＡＣＣＰによる衛生

入については未定である﹂

導入していないが︑導入途

①﹁導入済み﹂又は﹁まだ

った︒

﹁導入済み﹂︑﹁導入途中﹂

⑸ＨＡＣＣＰの導入効果

３％︶であった︒

導入が未定の理由では︑﹁施

と回答したい企業における

入については未定である﹂

が

い﹂を合計すると

％を超

し て い な い 旨︵﹁ 認 証 は 取

た企業のうち︑認証を取得

中の工場がある﹂と回答し

した企業におけるＨＡＣＣ

又は﹁導入を検討﹂と回答

︵

設・設備の整備に係る資金﹂

を加えると
た︒従業員５人以上の結果
えている︒

らずに︑自社独自の取組と

が

・３％と最も多く︑次

と︑﹁品質・安全性の向上﹂

Ｐ導入による効果をみる

﹁ＨＡＣＣＰ導入後に係る

でに係る費用﹂︵ ・７％︶︑

次いで﹁ＨＡＣＣＰ導入ま

手順を全て行う﹂︑﹁認証

してコーデックスの７原則

・５％︶︑﹁企業の信用

いで﹁従業員の意識の向上﹂

スト﹂
︵ ・４％︶であった︒

モニタリングや記録管理コ

の手引書などを参考にＨＡ

・９％︶であった︒

度 や イ メ ー ジ の 向 上 ﹂︵

︵

ＣＣＰを行う﹂︑﹁ＨＡＣＣ

は取らずに︑業界団体作成

・６％︑３年未満までを合

⑹ＨＡＣＣＰの導入に当た

③ＨＡＣＣＰには施設・設

備の整備が必要だという認

識がなお根強いことがうか

・ 取 組 ﹂ 又 は﹁ 未 定 ﹂︶ 回

等︶によるＨＡＣＣＰ認証

画の認定﹂︑﹁取引先︵小売

した企業におけるＨＡＣＣ

又は﹁導入を検討﹂と回答

①﹁導入済み﹂︑﹁導入途中﹂

の理由

っての問題点・導入が未定

って役立つ支援策

⑺ＨＡＣＣＰの導入に当た

億円以上の企業では９

Ｐ支援法に基づく高度化計

年

・１％︶が最も多く︑

⑶ＨＡＣＣＰの導入予定時

・ ３ ポ イ ン ト︑﹁ 導 入

ＨＡＣＣＰ導入の予定の

期

と比較すると︑﹁導入済み﹂
で
済み﹂と﹁導入途中﹂をあ
・５ポイントの差が

ある企業のうち︑導入を予

わせ
ある︒

⑴食品製造業におけるＨＡ

定 す る 時 期 を み る と︑﹁ １

ＣＣＰの導入状況

②導入状況は︑規模別で大

年未満﹂と回答した者は

﹁食品製造業におけるＨ
従業員５人以上の企業に

きな開きがあり︑売上規模

計すると ・１％であった︒

・６％で︑平成

答した企業のうち︑何らか

Ｐの導入に当たっての問題

業は

・３％

の認証を受ける予定である

がえる︒

導入していないが︑導入途

旨の回答した者は

平成

満の企業で約２割︑５千万

中の工場がある﹂と回答し

めにおいて︑規模に関わら

る検討会﹂の最終とりまと

れていること︑支援策の実

管理の制度化の検討が行わ

てＨＡＣＣＰに沿った衛生

果には︑厚生労働省におい

企業のＨＡＣＣＰ﹁導入済

﹁既に輸出をしている﹂

︿輸出の状況との関係﹀

が大きな課題である︒

のＨＡＣＣＰの周知︑導入

・８％︶が最も多く︑

体によるＨＡＣＣＰ認証﹂

認証の種類は﹁地方公共団

９％であった︒受けている

る旨の回答をした者は

ＡＣＣＰの認証を受けてい

証 ﹂︵

団体によるＨＡＣＣＰ認

が最も多く︑次いで﹁業界

Ｃ Ｃ Ｐ 認 証 ﹂︵

﹁地方公共団体によるＨＡ

②受ける予定の認証等は

であった︒

・ ８ ％︶

② ま た︑﹁ Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ の 導

であった︒

に研修を受けさせる時間的

用 ﹂︵

ＡＣＣＰ導入までに係る費

６％と最も多く︑次いで﹁Ｈ

の整備に係る資金﹂が

点 を み る と︑﹁ 施 設・ 設 備
45

・ ８ ％︶︑﹁ 食 品 衛

余 裕 が な い ﹂︵

・ ０ ％︶

・ ４ ％︶︑﹁ 従 業 員

59

であった︒

・４％

・１

度説明会の開催﹂︵ ・２％︶

％︶︑﹁ＨＡＣＣＰの認証制

機 関 に よ る 指 導 ﹂︵

と最も多く︑次いで﹁公的

成研修の開催﹂が

ＣＣＰ責任者・指導者の養

つ 支 援 策 を み る と︑﹁ Ｈ Ａ

ＣＰの導入に当たって役立

した企業における︑ＨＡＣ

又は﹁導入を検討﹂と回答

﹁導入済み﹂︑﹁導入途中﹂

に﹁導入途中﹂を加えると

た企業のうち︑何らかのＨ

が

⑷導入しているＨＡＣＣＰ

実施︒従来︑従業員が４人

60

円未満の企業では約１割と

・６％︶に比べ

46

○調査の沿革等

ＡＣＣＰの導入状況実態調
年度のＨＡ

割が﹁導入済み﹂であるの

の方式

おける︑平成

に対し︑売上規模が小さく

月に公表さ

ＣＣＰを﹁導入済み﹂の企

なるほど割合は下がり︑売

年度より︑

度調査︵

年度から毎年度

５・０ポイント上昇した︒

﹁ 導 入 済 み ﹂ 又 は﹁ ま だ

年

78

なっている︒小規模企業へ

ず︑食品等企業を対象とし

施等の影響が考えられる︒

み﹂の割合は

生法に基づく総合衛生管理

・

てＨＡＣＣＰに沿った衛生

⑵食品製造業におけるＨＡ

次いでＦＳＳＣ２２０００

製 造 過 程 承 認 制 度 ﹂︵ ７・

45

16

・

管理を制度化する方針が示

ＣＣＰの導入状況︵規模︑

る 一 方︑﹁ 輸 出 は 検 討 し て

︵ ８・ ８ ％︶︑ Ｉ Ｓ Ｏ ２ ２

︵

年度の調査では︑従業員４

輸出従業員４人以下を含む︶

０ ０ ０︵ ６・ ２ ％︶︑ で あ

・１％であ

人以下の企業を含めて調査

・ ８ ％ に と ど ま り︑﹁ 導

13

されたことを受け︑平成

61

・２％となった︒この結

61

年度︑

以下の小規模企業は除いた

上規模５千万から１億円未

が︑平成
れた厚生労働省の﹁食品衛

28

いない﹂企業については︑

生管理の国際標準化に関す

28

33
29

員４人以下の企業を含めた

37

46

29

38

12

①今回の調査で加えた従業

を実施した︒
○結果の概要

15

34

査﹂は︑平成

79

64

12

60

27

21

12

17

年度は﹁導入済み﹂

29

母集団で調査をしてきた

17

34

12

・ ３ ％︑﹁ 導 入 途 中 ﹂



10

12

29

29

21

29
23
28

50

17

25

40

45

18
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（３） 平成30年７月15日

ーで株式会社イルピアット

て︑フードコーディネータ

業団体中央会の協力を得

講師には︑千葉県中小企

やすい講習会を企画した︒

含め︑全３回の販促に繋げ

を隠せず︑そんな簡単な事

いに︑受講者の方々も驚き

から撮った写真の劇的な違

流で撮った写真と︑習って

真でも︑何も知らずに自己

て頂いた︒自分で撮った写

写真を撮りながら講習をし

わゆる﹃ＳＮＳ映え﹄を考

が︑加工する事により︑い

良い写真が撮れていたのだ

ら始まった︒前回ですでに

プリを使って加工する所か

紹介して頂き︑それらのア

経験からお薦めのアプリを

ＮＳ活用として︑性別︑世

さらに︑販促のためのＳ

こと︒

い写真をアップできるとの

後から加工した方がより良

うだ︒ただ︑撮った写真を

分程度でアップが可能だそ

でも大好評のうちに終了出

少し駆け足になったがそれ

２回目は時間の関係上︑

そうだ︒

の活用が大事になってくる

組合青年部ＳＮＳ講習会

撮ったりする事は大変な事

代表取締役の稲垣美和氏を

や︑ＳＮＳはタイムリーな

えた写真に加工する方法

もあり︑自店がどのＳＮＳ

れているかなどの︑データ

代でどのＳＮＳが１番使わ

いる︒

方法を講習して頂く予定で

日外国人に向けての︑販促

ＳＮＳとは少し違うが︑訪

そして︑８月

で良いのかと︑目からウロ

ものなので︑アプリで先に

で発信すれば良いか等の参

写真の撮り方・加工を受講

で︑お金も時間もかかる︒

コの内容も盛りだくさんで

フィルターをかけてから写

考にも出来た︒

販促に
繋がる

昨 今︑﹃ イ ン ス タ 映 え ﹄

そこで︑スマートフォンを

日には︑

などの言葉に象徴されるよ

来た︒

うに︑スマートフォンで撮

大好評のうちに終了した︒

真を撮り︑即座にアップと

青年部では︑そういった

レフ板の作り方を︑実際に

光の取り入れ方︑簡易的な

盛り付け方や構図の違い︑

が様々なアプリを使用した

加工の仕方を︑実際に先生

て︑アプリを使った写真の

方法で先生は撮ってから１

行った︒

声を聞き︑今までは︑講師

撮ってみると︑光の加減や

増えてきているが︑個人で

を招いての技術講習や業者

になってきている︒

招き︑すでに本年度４月

２回目では︑まず前回の

いう方法も教わり︑後者の

使えば手間もお金も時間も

簡単な復習と︑ＳＮＳにア

った写真をＳＮＳにアップ

１回目では︑主にスマー

ップするための方法とし

アップするなら良いが︑お

様に依頼して新材料の講習

日で２回目まで

トフォンでの写真の撮り方

日︑６月

構図などの問題が出てきて

として︑和菓子洋菓子での

かからない︒ところがいざ

なかなか良い写真が撮れな

する事が当たり前の世の中

実際にＳＮＳでお店や会

かったりする︒

店や会社としてアップする

をメインに行っていたが︑

第

マイビジネスというアプリ

期通常総会ＨＡＣＣＰと

消費税軽減税率の説明会

部長・鈴木豊

引き続き平成

年

月に

実施される消費税軽減税率

の説明会を︑和歌山税務署

国税担当の桑原調査官から

分間説明を頂いた︒複雑

食中毒への対策強化︑衛生

の安全を確保するために︑

や国際化等に対応し︑食品

けて食をとりまく環境変化

０年東京オリンピックに向

会の開催に先立ち︑２０２

き入った︒菓子製造のマニ

実に合った説明を熱心に聞

理のマニュアルを参考に現

ルが出来ていないので︑料

いた︒菓子製造のマニュア

て詳しくして説明をして頂

広典班長に１時間にわたっ

全課ＨＡＣＣＰ担当の坂本

たいことが沢山あったが︑

が相次いだ︒まだまだ聞き

理をするのか数多くの質問

届ける運送費はどの様に処

料に使われるお酒︑商品を

包装紙︑ラベルシール︑原材

分かりにくくパッケージや

な仕組みで組合員の皆様も

を︑和歌山県食品・生活安

管理による健康被害情報の

時間の制限があり分からな

期通常総

把握や国際整合的な食品器

ュアルが出来上がった時に

嘉心﹂という新店舗

され︑新たに﹁北の和菓子

ロ離れた新天地へ移転︵移

すべてクローズし︑数百キ

生まれ育った街での業を

で魅力的なラインナップを

菓子から朝生菓子に至るま

センスが素晴らしく︑茶席

店は期待以上の支持と売上

しかしながら︑現在の同

肥えた札幌市民の多くのご

なかった事も幸いし︑舌の

あれど︑同店のような店は

菓子専門店は札幌市内に数

根室はとても良い街なが

は︑金沢の名店﹁石川屋本

現在のご主人の高野さん

ンスで再スタートされたチ

としての哲学と︑新たなセ

期

長・高橋義明

工業組合事務局

和歌山県菓子

頼をした︒

目にお願いの依

申し込みを︑早

分計算ソフトの

た︒また栄養成

頂き無事終了し

員一致の承認を

予算案等全て全

算関係の承認︑

し事業報告︑決

通常総会を開催

最後に第

との事でした︒

具等の実態に応じた説明会

四代

を記録し︑和菓子店にめず

支持を得る事が出来ました︒

ら︑水産業の衰退と共に街

期通常総会

いことがあれば直接税務署

で営業をスタートしたとこ

らしく年々拡大︑充実した

同店の特異な点は︑根室

ャレンジ精神には︑見習う

第

に問い合わせをして欲しい

日に第

10
は各支部に講習会を開催す

５月

31
ることをお願いした︒

で︑おそらく札幌以外の方

揃えられております︒

とにかく︑和菓子を作る

はあまりご存知ではないと

住︶する決断は容易ではな

プロフィールも大変異色

北海道の和菓子専門店と

ろであります︒店名にもあ

かったと思います︒

様﹂

して︑皆様がイメージされ
思いますので︑ご旅行の折

るように四代続いている店

代 嘉心

るのはどのようなお店でし

に１度訪ねられたら如何で

店舗となり見事移転を成功

大福や餅を中心とした和

ょうか？
実は和菓子専業というと
ころは少数派で︑古くは千
秋庵さんに代表されるよう
に︑和洋菓子併売という形
態が殆どです︒

で１９０１年から営業され

舗﹂と東京の老舗﹁富留屋

四代続く老舗の和菓子屋

大都市札幌の住宅街できら

の経済に依存する和菓子店

されました︒

りと光る和菓子店がありま

ていた老舗の和洋菓子店で

ものがあります︒

舗でした︒

す︒

古賀音庵﹂でご修行された

しょうか︒

千葉県菓子工業組青年部

社のページを作って商品写

には出来ればより良い写真

新たな試みとしてスマート

55

方です︒

そのような中にあって︑

その上で︑Ｇｏｏｇｌｅ

真をアップしているお店も

22



を載せたいものだ︒だが︑

たようです︒

プロに写真を撮ってもらっ

宅含めて丸ごと札幌に移転

フォンでの写真の撮り方を

さんがその店です︒

たり︑デジカメを用意して

北の和菓子 四

55



﹁北海道

22

は売上減少の一途をたど
年の
嘉心﹂

45

和歌山
り︑大変厳しい環境にあっ

尾関 勇
ある﹁みどり鷲尾商店﹂が︑

【28】

55

『SNS映え』
する加工写真
２００４年にご家族・ご自
四代

札幌の地での創業

55

20

18

葉
千

﹁北の和菓子

14

平成30年７月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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第952号

カンデー﹂が開催されたの

た︒そのお返しに﹁アメリ

沢米軍基地内で開催しまし

先に﹁ジャパンデー﹂を三

の着付けや︑陶芸体験︑書

文化際を体験型にし︑和服

ジャパンデーは︑日本の

いると言われております︒

街に二つの文化が混在して

メリカ人の割合で︑一つの

三沢市は５人に１人がア

カンＳＰダンスなど︑日本

ＳＡロックバンド︑アメリ

ト広場では︑本場米国のＵ

す︒開会式に続き︑イベン

トが沿道観客を盛り上げま

られ︑キャンデープレゼン

ドが中心商店街で繰り広げ

産業及び関連産業の活性化

さて︑三沢市では農水畜

なしておりました︒

などの売り場は長蛇の列を

チョコケーキ︑カットピザ

びます︒中でもアメリカン

ならではのブースが立ち並

したが︑現在は各店でそれ

発を模索したこともありま

ます︒また︑共同で商品開

に販売しているお店もあり

どアメリカンケーキを主体

年前︑

でした︒現在は三沢市も主

親善交流を目的に

年会議所のＯＢ有志が任意

催者として運営されていま
す︒

一つの街に二つの文化
年６月３日︵日︶
の組織﹁三沢国際クラブ﹂

三沢アメリカンデー開催

平成

を立ち上げ︑三沢市民と米
軍三沢基地の方々との日米

会場の様子

お琴︑盆栽など︑その他多

道︑華道︑茶道︑折り紙︑

奏が披露されます︒

てボリュームたっぷりの演

側のバンドチームも参加し

き貝︑ヒラメ︑三沢昼イカ

ながいも︑にんにく︑ほっ

を図るため︑特産のごぼう︑

る特性を活かし︑お菓子の

つの街に二つの文化﹂があ

冒頭で述べましたが︑﹁一

流会もあり︑柔道︑剣道︑

画です︒また︑スポーツ交

キン︑フロリダ州

ナチョス︑バーベキューチ

シシカバブ︑テキサス州

で は︑ 例 え ば︑ ハ ワ イ 州

う茶︑ながいも羊羹︑ごぼ

その中から︑みさわごぼ

しております︒

的に商品発表会などを開催

開発︑改良︑販路拡大を目

﹁アメリカンデー﹂が開催

毎年︑６月第１日曜日に

ります︒

菓子の製造販売に励んでお

三沢らしい地域性のあるお

分野でも伝統を守りつつ︑

空手︑相撲︑なぎなたなど

バーガー︑ターキーレッグ

されます︒三沢空港も市内

などを原料として特産品を

武道を中心に開催しており

うコーヒーや︑長芋︑ごぼ

から車で

アメリカンフードブース

ます︒

や定番でなじみのホットド

う︑真菰を練りこんだパウ

そして︑米軍司令官が運転

米軍仕様の消防車や重機︑

ットソン︑クラシックカー︑

州旗を先頭にハーレーダビ

ど︑この日アメリカンデー

ィアグループでの出店な

倶楽部や各団体︑ボランテ

フードなどなど︑日米友好

リカンピザや各州のソウル

クッキー︑ピーカンパイな

でもアメリカンドーナツ︑

我々菓子工業組合会員店

販売されております︒

ンドケーキなどが商品化︑

ださい︒

ます︒一度三沢にお出でく

長・三沢市・舩見亮悦

青森県菓子工業組合理事

するトラックなどのパレー

チーズ

お返しの﹁アメリカンデ

ック︑ハンバーガー︑アメ

分程で利用でき

ー﹂は︑アメリカ国旗と各

なく︑体験して交流する企

くの日本文化を見るだけで

ろです︒

ぞれ日夜努力しているとこ

回アメリカン

三沢市で第
デーが開催されました︒
このイベントは︑三沢青

アメリカンデーのパレード

をまとめられたものです︒

ゅう﹂を始めるまでの半生

その白幡氏が﹁黄金まんじ

介させて頂いております︒

当﹁菓子工業新聞﹂にも紹

ました︒氏は﹁特に若い方︑

瞬く間になくなってしまい

させていただきましたが︑

い﹂と云うことで早速紹介

があったら差し上げて下さ

来られて﹁読んで頂ける方

めていたものを社員に読ん

していた時︑今まで書きた

です︒氏が大病で病床に伏

の﹁一期一会・ありがとう﹂

︵㈱かしはる会長・焼津市︶

もう１冊は法月吉郎氏

で作るもの﹂など

杯﹂から始まり﹁顔は自分

判

項目が

頁に﹁コップの水が一

も言われる内容です︒Ａ５

で︑人生訓・家訓・社訓と

でもらおうとまとめたもの

も喜ばれ︑特に警察署長や

上になりますが︑どなたに

ました︒その数１００冊以

友人や知人に差し上げてき

少しずつ分けて頂き親しい

なりました︒以後︑彼から

くれるもの︒人の想いの波

も製品も結局は心が作って

冊ほど持って

菓広報﹂の﹁人気のお店﹂

Ｂ６判１２０頁程の冊子

な面白さもあ

は︑いつも人々に寄せてい

の日︑氏は

の紹介で取材に伺った時で

菓子の商売を目指す方に読

って総会から

る気がします︒強い思いは

た︒その時の取材の内容は

県内組合員２名の方が刊

す︒組合員から﹁黄金まん

んでもらいたい﹂と仰って

が﹁今度︑私がこんな本を

帰って︑夜の

年ですが愛読

す︒初版は平成

綴られていま

時︑非常に役に立ったと感

下や職員への訓示を行う

銀行の支店長などからは部

年になって︑ま

希望者が多く今

の方に読んで頂きたい一冊

謝されています︒ぜひ大勢

どちらもまだ若干の残り

です︒

が有るようです︑興味のあ

た増刷をしまし

年来

た︒私と法月氏

ないか﹂と頂い

時︑﹁ 読 ん で 見

ります︒初版の

は腹心の友であ

の友人で︑今で

電話０５４︱６２３︱９２

㈱かしはる

８９

電話０５４︱６３５︱５５

シラハタ製菓

る方はご連絡下さい︒

とは昭和

たのが最初でし

９２

事長・森田紀

静岡県菓子工業組合副理

法月吉郎様

白幡雪雄様

た︒読んで直ぐ
に私のバイブル
のような存在と

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

本社工場



行された著書２冊をご紹介

で︑菓子店独立までの志と

おりました︒本の中で﹁店

心を動かされた２冊の本！

いたします︒
じゅう﹂一筋で成功された

説を読むよう

時代背景を交えた文章は小

読んでもらいたい想い

静岡県菓子工業組合の定
方が居るとの情報からでし

書いてみましたので読んで

更けるのも忘

﹁一期一会・ありがとう﹂

法月吉郎氏著

﹁黄金まんじゅうへの道﹂

白幡雪雄氏著

期総会の会場で白幡雪雄氏

いただけますか﹂と一冊の

︵シラハタ製菓・藤枝市︶

本を差し出されました︒本

天佑を招いてくれると︑私

とは譬えれば鍋や釜を洗う

れて一気に読

時︑表面をしっかり洗うの

の題名は﹁黄金まんじゅう

売に対する直

は当たり前︑裏側の底まで

は 信 じ て い ま す︒﹂ と 結 ば

向きな思いが

しっかり洗わなければいけ

れています︒取材で﹁仕事

綴られていて

ません﹂と話された事を思

み上げてしま

白幡氏との出会いは平成

読み終わった

い出しました︒

いました︒商

年に︑県組合広報紙﹁静

後も爽快な気
現在は２代目が頑張ってます

57

52

70

20

への道﹂でした︒

シラハタ製菓店舗

23

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

30

分でした︒こ

白幡雪雄氏

http://www.namisato.co.jp

URL

10

30

30

森
青
岡
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（５） 平成30年７月15日

郷土食かな、「がんづき」って

昌稔さんが３代目を継承し

㈲大黒屋製菓

仙台駅の東南に連坊商店

年頃は

ており叔父さんの話ですと

配達に仙台の奥座敷秋保温

オート三輪で昭和

街がありその一角に㈲大黒
屋製菓さんがあります。創
年の和洋菓子店で黒田

新技術で伝統を守る
ッセ）を

年前から販売し

お客様も社員も「ワクワク♪」したい！

年前に創業し、和洋菓

泉まで行ったそうです。
当初は、せんべい、駄菓
歳の時に研修でベルギ

洋菓子、パン作り修行後、

本人が東京の洋菓子店で

響がでておりましたが、道

東日本大震災で店舗に影

いるのが伝わってきました。

つつお客様を大切にされて

赤ちゃんのほっぺのように

匂いを立ち上らせ、表面は

器から出すと甘く香ばしい

クルミが入っている。蒸し

売っていたそうです。昭和

リームなどいろんなものを

種類を常に店

を継いでから洋菓子とパン

見聞を広め、黒田さんが店

ー、英国、北欧などを回り

所に新店舗をかまえたそう

に大通りに面した交差点の

路の拡張などもあり数年前

切っていく。年季が入って

り出しては水分を飛ばし、

みずみずしい。手際良く取

子、あめ、落雁、アイスク

年代の大黒屋製

菓は卸業の全盛期で職人さ
頭に並べてあるそうで、昔

を合わせて
です。現在はこじんまりと

あめいろになった蒸し器は

年代～

んも８人いたとのこと。

っているそうです。
お得意さんは近くにある

は、ファンが

「がんづき」

まで残った

中でも現在

「がんづき」は宮城県と

使われているそうです。

きと牛乳のセット」がよく

体、文化祭などに「がんづ

仙台一高が近くにあり高総

スーパー、幼稚園等でまた

多く、売れ筋

岩手県の一部の郷土料理の

やつとして、また日常のお

ようで農村では農繁期のお

茶受けとして親しまれてき

商品のようで

小麦粉を材

たそうです。
宮城県菓子工業組合

料に表面には

ゴマ、中には

ふんだんに黒

す。

と。

ているとのこ

菓子作りをし

一段一段買い直しながら使

黒田昌稔さん

昌稔さんを入れて４人でお

がんづき

る商品・店づ

もある自然豊かな街です。

の白神山地を望む、海も山

した、北側に世界自然遺産

西部に位置し、日本海に面

ある能代市は、秋田県の北

餡を絡めた「能代名物

北海道産小豆で炊いたこし

「生新粉」で作った餅に、

のうるち米を自家製粉した

あります。中でも秋田県産

れ筋商品にも餅菓子が多く

る地域でもあり、当社の売

昔から「餅」を好んで食べ

のお客様等から「どうして

以西にお住まいの秋田出身

しい商品なのですが、関東

り、市内３か所に点在して

業

ＡＳを導入致しました。創

来ると確信出来たため、Ｃ

と遜色ない状態をお届け出

めにはもちろん、県外にお

ますが、地元のお客様のた

た商店が増えた当地であり

み、シャッターが下ろされ

人口減少と高齢化が進

売する予定であります。

方発送限定）をいよいよ発

用 し た「 冷 凍 志 ん こ 」（ 地

行い、今夏よりＣＡＳを使

っております。

店作りをしていきたいと思

も社員も「ワクワク♪」の

開発を行いながら、お客様

りつつ、新しい技術や商品

に、今後も歴史や伝統を守

で、日々「感謝」を忘れず

った方々の力のお蔭なの

の事や物、関わってくださ

志んこ

当地には高校バスケットボ

んこ」は、創業当時から作

も食べたいので発送してほ

いた工場を１か所に集約す

住まいの当社をご愛顧くだ

セキト新工場内部

ールのインターハイ、国体、

り続けている、当社を代表

しい」とのご要望が年々多

るため、昨年新築・移転し

さるお客様にも喜んで頂け

セキト新工場

くりを進めて
いくこと、ま
た大切な社員
の生活を守る
ことが当社の

全国選手権（ウインターカ

するメイン商品です。この

くなっておりました。そこ

た新工場に設置致しまし

責務と思って

優勝を果たしている県立能

「志んこ」は保存料等は使

で新しい機械をつかっての

た。導入後も幾度も実験を

80
・関戸優

秋田県菓子工業組合監事

は、たくさん

られたのに

社が歩んで来

年もの間、当

おります。

代工業高校があり、市をあ

わずに製造しているため、

実験や製造工程の見直し等

58

志

げて「バスケの街」づくり

製造日当日が消費期限とな

を繰り返し、作りたての味

回の

に取り組んでおります。当

っており、贈答や遠方への

80

ップ）の三大大会で

社でも『能代工高バスケ部

お土産にお使い頂くには難

周年を迎えるにあた

を応援！』と銘打った「バ

米どころ秋田の当地は、

ております。

35

スケの街」という商品（ブ

ます「株式会社セキト」が

子の製造販売を行っており

業

21
からの地域の行事も継承し

60

50
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周年

年々厳しいものになってき

菓子業界を取り巻く環境は

地方進出によって︑宮崎の

ビニや大手菓子チェーンの

努めています︒昨今︑コン

を水飴などで練り上げ︑寝

す る か ら﹁ い り 粉 ﹂︒ こ れ

います︒餅米を炒って粉に

こ﹂とはその製法からきて

勿 論 そ う で は な く︑﹁ い り

からよく尋ねられますが︑

難しいものではありません

らず︑手順としても決して

ては特別なものは使ってお

る人気商品です︒材料とし

初からお客様に愛されてい

味しさで︑当店では創業当

べてがなんとも言えない美

ました︒早いもので︑我が

こまで長く作り続けてこれ

けるお客様も多いので︑こ

たくなる︑と言っていただ

が︑一度食べたらまた食べ

目は派手ではありません

る繊細なお菓子です︒見た

の気温や湿度にも左右され

宮崎菓業青年会会長・御

りたいと思っております︒

親しみのあるお菓子屋であ

と供に歩んでいけるような

す︒これからも長年お客様

を迎えようとしておりま

御菓子司上野も創業

饅頭手作り体験などを行い

てます︒こういう時代だか
かせたものを棒状に切り完
が︑一つ一つ丁寧に手作業

で行っているので︑その時

宮崎郷土菓子の普及に取り

らこそ我々宮崎菓業青年会
成です︒香ばしい香りと優

しい甘み︑やわらかさ︑す

初めまして︒宮崎菓業青

組んでいます︒また︑年に

は︑会員一丸となって菓子

入っているのか？とお客様

年会会長︑上野正貴と申し

一度九州菓業青年会の会員

作 り の 夢 と 情 熱 を 持 ち︑

業界全体が発展するように

ます︒僕たち宮崎菓業青年

が集う九州ブロック大会に

若い世代へ伝統を継承

会の主な活動は︑定例会や

参加します︒ここではそれ

互いの地域性を理解し合い

バーと交流し︑親睦を深め
若い世代に発信していきた

け継いだ菓子作りの伝統を

郷土菓子 いりこもち

親会である宮崎菓子協会と

日々精進し︑先輩方から受

が作ったお菓子を販売した

和菓子の品評会が開催される

係者との意見交換を通じ

市が主催し︑プロの菓子関

学生たちの学習意欲向上を狙い

日︑毎

年５月

愛媛県菓子工業組合で
は︑平成

氏

回通常総会開催

ビス・満足を提供すること

が必要である︒つまり︑﹁顧

客満足﹂と﹁従業員満足﹂

は両輪であることも説明さ

品スーパーや徹底したお客

いスーパー日本一になる食

れました︒そして︑働きた
て頂きました︒

様のおもてなしを目指すベ

講演会風景


第

早川 雄三

富山県菓子工業組合

講演会
顧客満足の考え方と様々な取組み事例

﹁ 顧 客 満 足 ﹂ と は︑ お 客

ーカリー︑顧客コミュ二テ

回

富山県菓子工業組合総会が

様のニーズや期待に応えた

年６月５日第

から継承される

結果として︑お客様が満足

最後に︑顧客満足の実践

の事例紹介して頂きました︒

で開催され︑議案の審議が

売ろうと思うのではなく︑

﹁ホテルグランテラス富山﹂

購入が促進され︑お客様と

商品の価値を伝えようと思

お菓子はたくさ

の信頼関係が高まっていく

るかの主観的認識によっ

んありますが今

状態で︑顧客の期待値と現

て︑どこで︑どんな商品を︑

ィ作りをするメガネ店など

総会に先立ち︑株式会社

実の経験で評価が決まり︑

をし︑商品・サービスの再

日清経営技術センター取締

その中で商品︑イメージ︑

可決され︑滞りなく終了し

営業部長の早川雄三氏

回は︑当店自慢

役

は︑名前から︑

み事例﹂をテーマに講演し

満足の考え方と様々な取組

の話に興味深く聞き入って

ら︑お客様がどう思ってい

サービスの３つの要素か

印象が決まってしまう﹁真

あるゆる場面で︑その店の

え︑人︑商品︑販促品等の

ては︑お客様が接する店構

定される︒その時︑店とし

どれだけ買うかの行動が決

など記憶に残る接客が大事

歴史︑大切にしている想い

・素材の良さ︑会社店舗の

サービスの他にはない特徴

真心や心遣い・笑顔︑商品

う﹂こと︑また店員さんの

りこもち﹂につ
いてご紹介させ

を講師にお迎えして﹁顧客

小魚のいりこが

一品を︑見た目や味

いました︒

和菓子の品評会

を確認しながら︑生

けると︑プロの目か

について説明を行い︑その

前に植樹した﹁橘の苗木﹂

小泉名誉理事長は︑数年

・満足度は上がらない︒そ

事にしないとお客様の評価

実の瞬間﹂というものを大

﹁この講演を聴いて︑明日

その後︑質疑応答があり︑

であると︑説明されました︒

徒さんから説明を受

ら見たアドバイスな

ありがとう等の挨拶をし

どを伝えていました︒ 後︑菓子組合関係者全員で︑

て︑感謝の気持ちを伝える

からすぐに実践できること

聴き︑自店の現状を明確に

ことから始めましょう︑そ

のためには︑お客様の声を

把握し︑対応策を講じる︒

れにより一層良い関係作り

和菓子を学ぶ学生たちに熱

現在では︑洋菓子を学び

また︑物事を心・気持ちで

が大切だ﹂と仰られました︒

品評会終了後は︑

パティシエになる人はいて

受け止め︑心・気持ちから

昨今の菓子業界がかつてな

て︑和菓子を学ぶ松山市内

も︑和菓子の職人を目指す

行動するマニュアルを超え

いほどに激化する競争の中

年行われる中嶋神社の春季

人は少ないと聞いていま

たホスピタリティも時には

で︑何が大切かを再認識す

は ﹂ に 対 し て︑﹁ 従 業 員 に

す︒こうした生徒さんの中

必要である︒そして︑組織

定期的に定量的・定性的に

事業所を知ることにより︑

祭典では菓子組合

から和菓子の仕事に就く方

の外部︵お客様︶に対して︑

いエールを送りました︒

就職先検討の際の人材の流

関係者の後︑市役所︑

が出てきてくれることを期

全員で近くの中嶋神

当日は︑松山市長の挨拶

失防止を図ることを目的と

愛媛学園︑河原学園

待しながら︑中嶋神社を後

の専門学生の学習意欲向上

の後︑中野理事長が︑日本

したもので︑当日は愛媛調

の生徒代表がそれぞ

る御講演でした︒

祭に合わせ︑和菓子の品評

の四季のうつろいと季節の

理製菓専門学校の生徒３組

れ玉串奉奠︑祭典終了後︑

優れたサービスをしようと

時よ

行事など︑和菓子は常に人

と︑河原パティシエ・医療

にしました︒

社に移動し︑

の暮らしとともにあり︑そ

・観光専門学校の生徒３組

宮司より生徒たちに中嶋神

ました︒

り春季祭を執り行い

の土地の伝統と文化に基づ

会場となった松山市道後

社の由来の説明があり︑初

につなげ︑県内︵市内︶の

いたお菓子が生まれ︑現在

が︑自慢の和菓子を製作し︑

めて聞く﹁お菓子の神様﹂

品評会を行いました︒

に引き継がれていることな

湯之町の椿の湯では︑審査

部長・白石恵一

業員︶に対して優れたサー

理事・密公昭

富山県菓子工業組合会計
員らが工夫を凝らした一品

するならば︑組織内部︵従
プロの和菓子屋さん８名が

愛媛県菓子工業組合広報
審査員となり︑実食のあと︑

これは︑行政当局の松山

どを話されました︒

会が開催されました︒

19

ポ イ ン ト と し て︑﹁ 商 品 を

﹁いりこもち﹂

て頂きます︒

ました︒

平成

56

の郷土菓子﹁い

宮崎にも古く

す︒

いと思っていま

り︑子供達と一緒にチーズ

お菓子祭りでチーズ饅頭手
いりこもち

30

山
富



作り体験に参加する子供達

56

11

30

菓子司上野・上野正貴

のお菓子祭り開催などで
ぞれ各県の菓業青年会メン

70

す︒お菓子祭りでは︑会員
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宮
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回デザート・スイーツ＆ベーカ

15 11

日本食糧新聞社︑協同組合全日本洋菓子工業会

２０１８年４月

創業は１８１８年︑今の

の創業と位置付けている︒

ッグサイトで第

埼玉県飯能に昔は細田村が

年︑１

リー展を開催しました︒同展では細田将己氏︵株

あり︑そこから細田徳兵衛

時代が下ること約

式会社榮太樓總本鋪・副社長︶を講師に迎え﹁江

という男が孫を二人つれて

分く

ドの用に回転しながら煮詰

戸の菓子文化を次の世に﹂をテーマに講演を行い

江戸にやってきた︒今の九

熱々で売ったのが細田栄太

時代︑メジャーな言葉だっ

う言葉が︑有平糖となまり︑

めていく工程は１周

ました︒

段下周辺に居を構え︑井筒

郎という徳兵衛のひ孫にあ

たが︑今はほとんど死語に

何となく縁起のいい文字が

に入った榮太樓飴だと思う

屋という菓子屋を始めたの

く切りわけ︑水で溶いた小

なってしまった︒もともと

つけられた︒後日︑日本人

﹁江戸の菓子文化を次の

が今から２００年前︑私達

麦生地を表面につけて焼く

ポルトガルからやってきた

らしく花鳥風月のデザイン

が︑実は創業の商品は金鍔

と書く︒もともと︑刀の鍔

六方焼は︑きんつばを簡単

南蛮渡来のお菓子で︑日本

がアレンジされていった︒

世に﹂というと随分︑大げ

の形をしたお菓子だった︒

に作って売りたい方たちの

に白い砂糖がなかった１６

初代栄太郎は︑当時高級品

︵きんつば︶である︒もと

皆さんご存じの四角いきん

間で広く普及し︑いつの間

００年代︑宣教師がキリス

だった白砂糖をふんだんに

もと日本橋で屋台をかつい

つばは︑六面

にかその形が定着してしま

ト教を布教するためのツー

使った有平糖を三角の飴に

さなタイトルだと思うが︑

体のもので和

った︒うちは当然︑柔らか

ルとして︑いろいろなもの

して食べやすくしたとこ

の上の屋台で金鍔を焼き︑

８５０年代には日本橋の橋

な金鍔は︑栄太郎にしか作

のたくさん入っている贅沢

んなに皮を薄く包んで︑餡

金鍔は︑野暮なもので﹁こ

評判を取った︒皮の分厚い

ね﹂と言われてずいぶんと

に﹁栄太郎の金鍔はうまい

威勢のいい兄いや姉えたち

魚河岸があり︑そこで働く

地に移転する前は日本橋に

たる少年である︒当時︑築

る︒このアルフェニンとい

は特産品として売られてい

のＴ型が使われていた︒し

と︑配送車としてフォード

昭和初期の写真を見る

でいる︒

らの製法を大事に受け継い

この２つの商品は︑当時か

ことはあまり変わらない︒

っていたり︑今としている

を作ったり︑金鍔の餡を取

ェックをしたり︑榮太樓飴

絵図を見ても︑お菓子のチ

れた当時の工場

師によって描か

明治時代の絵

る︒銅釜がメリーゴーラン

だけに作ってもらってい

いから︑うちの会社のため

五穀豊穣を願いお正月に召

は︑宮中の伝統行事として

う︒花びら餅というお菓子

戸ではなくて京都であろ

のものが入るとすれば︑江

いる︒鎌倉時代︑中国から

たお菓子がルーツになって

饅頭は︑中国から入ってき

都にルーツがある︒羊羹︑

お茶の世界に端を発し︑京

は明確に違う︒上生菓子は

は﹁京菓子﹂と﹁江戸菓子﹂

う︒しかし︑私達にとって

﹁和菓子﹂と思われるだろ

に︑なおかつ砂糖が焼ける

カラメルに至らないよう

違えると真っ黒く焦げる︒

は蒸発をするので︑一歩間

らいかかり︑蜜の中の水分

子に人気があった︒

民の町なので︑そんなお菓

べたものである︒江戸は庶

子として︑手でつまんで食

これらは庶民が日常のお菓

とうがヒットしたらしい︒

台では︑揚げたてのかりん

し︑明治の初期︑浅草の屋

きんつばももともと屋台だ

菓子は手で食べる︒うちの

お菓子が多い︒一方︑江戸

黒文字で切り分けて食べる

て︑小さなナイフのような

京菓子にはお皿にのせ

は︑日本でも私達しかいな

作り方を大事にしているの

の技に頼った原始的な飴の

型である︒このように職人

から日本に伝わった飴の原

が４００年前︑ポルトガル

と丁寧に抜いていく︒これ

で︑飴を１つ１つゆっくり

のが職人技︒その後の工程

うとギリギリの塩梅を狙う

ときの香ばしい香りを出そ

た類の話しである︒

うどん︑たぬきそば

そうだ︒いわゆる

と言われ︑その名になった

ら︑梅ぼ志飴と名乗れよ﹂

にまるで梅干しのようだか

人たちが﹁酸っぱくないの

で︑それを見た江戸っ子の

っぽい色も付いているの

り︑しわが寄っていた︒赤

いった︒その形が三角にな

その①

江戸の菓子文化を次の世に
細田 将己 氏（株式会社榮太樓總本鋪・副社長）

昭和初期の配送車︵フォードのＴ型︶

０年前の１８５

た︒今から１６

愛顧いただい

れないよ﹂とご

太樓であった︒戦争で全部

場の繁盛菓子屋としての榮

念が無い時代︑あくまで町

かし︑チェーン店という概

きんつばや大福︑甘納豆︑

一方江戸菓子は︑例えば

ある︒

し上がる代表的な京菓子で
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かりんとう︑日本全国いろ

いろな言い方はあるが︑東

焼けてしまったが︑昭和

京ご出身の方が言う今川焼

７年に︑屋台を

年︑焼け跡にいち早く店舗

今川橋に屋台があり︑そこ

を立ち上げ︑復活を果たし

で焼かれていた菓子をルー

卒業し︑店を構

和菓子屋と聞くと︑饅頭

えた︒以来１６

や団子︑うちが得意として

きもある︒もともと神田の

日本橋のたもと

た︒

で商売をさせて

ツとして今川焼きと言う︒

０年間︑ずっと

いただいている︒ いるきんつばや大福などが

だ︒このため︑砂糖にこだ

改めて榮太樓はこういう菓

菓子の世界で

くほどよい甘さの餡を包ん

を持ち込んだ︒その中に︑

ろ︑大ヒットして代表商品

わり︑ざらめを使って︑国

で︑金鍔を売ったことが始

は〝六方焼〟

で焼く屋台のきんつばから

金平糖︑カステラ︑飴があ

になった︒

で︑ここで生まれたお菓子

産のサツマイモから作った

子屋であることを少しでも

理とゴルフをライフワーク

という別の名

製法を変えていない︒きん

った︒ポルトガル領アゾレ

飴は︑砂糖と水飴を煮詰

がアルフェニンという飴で

水飴を使用している︒水飴

榮太樓飴が生まれ︑今では︑

としている︒小学校２年生

前の菓子だっ

つばは︑薄く薄く包んでい

ス諸島テルセイラ島は︑大

めて作るシンプルな菓子

私は東京都生まれの世田

の時からお菓子作りを始

た︒きんつば

くことに技術が必要であ

西洋のど真ん中にある︒ヨ

ある︒千歳飴に似たような

は︑ほとんどが輸入原料由

ご理解いただければ嬉しい︒ まりで︑江戸の末期ころに

め︑ずっと続けている︒こ

は江戸時代︑

り︑今も大切に技術を伝承

ーロッパへの砂糖の供給地

もので︑砂糖と水飴を煮詰

来で︑風味のないものが多

代表商品となっている︒

れはＤＮＡのなせる技だと

大変人気があ

している︒餡もきんつばに

め︑練ったものを動物の形

で切っていくと︑切ったと

た飴を引き伸ばしてハサミ

の色素で色を付け︑煮詰め

のしゃれで︑もともと紅花

よく聞かれる︒これも江戸

に梅ぼ志飴というのか﹂と

﹁何で梅の味がしないの

と︑梅ぼ志飴は江戸時代︑

料・無着色である︒もとも

ている︒最大の特徴は無香

こする最高級の飴と自負し

いただける︑値段もそこそ

でも︑ギフトとして使って

唯一の飴として︑デパ地下

品として使っていただける

などいかなる場面でも贈答

き｢つね

ころが少しとがる︒それを

黒飴は明治時代︑抹茶飴が

｣と似

口に入れた時︑お客様にけ

昭和初期︑紅茶飴は戦後と

榮太樓飴は︑慶事︑仏事

がさせてはいけないので︑

いと自負している︒

３本の指で１個１個潰して

いうように徐々に種類が増

えていった︒香料や着色料

や食品添加物のない時代︑

工夫して作っていた和菓子

に端を発した飴なので︑自

然の持つ美味しさを最大の

特徴としてとらえている︒

次号に続く︒

日︑和菓子講習

行事予定

８月

会︑講師・岩佐洋一氏

︵日本菓子専門学校和菓子

日︑第３回﹁ス

専任教師・教育部副部長︶︑

８月

愛媛県菓業会館︑松山市

マホでお菓子の写真﹂

訪日外国人旅行者︵インバ

ウンド︶に向けてのＰＲ方

法︑講師・稲垣美和氏︵㈱

イ ル ピ ッ ト ︶︑ 千 葉 県 菓 子

会館︑千葉市
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谷区在住で︑仕事以外は料

榮太樓というと一番ご存

ったが︑丸い

合った味をベースに考えら

もう１つ︑うちの代表商

にする︒素朴で今も現地で

22

愛媛

思う︒

じいただいているのは︑缶

金鍔は作るの

品が榮太樓飴である︒有平

榮太樓飴

を多く入れ羊

糖︵あるへいとう︶は江戸

日持ちを長く

羹のように固

する為に砂糖

めた餡を四角

千葉

金鍔

は大変だっ

れている︒

きんつばのつばは﹁鍔﹂

た︒この点︑

金鍔
30

50

平成30年７月15日 （８）

（毎月 15 日発行）

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」

A4 280ページ 250円（税込）

「わかりやすいお菓子
の表示（表示ポスター）」

平成２8 年７月
菓子の表示制度研究会

A2版 20円（税込）

わかりやすいお菓 子の表示
わかりやすいお菓子の表
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

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 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。
）

平成28年4月1日現在

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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図面制作の仕事を請け負う

した︒

最も小さいもので２合米と

ていた︒そこで︑補助金を

作り︑突き出しの看板を付

き な お や つ ﹂﹁ 家 で よ く 食

関係を構築することに成功

﹁天ぷら食堂若鷹﹂を運

いうパッケージを開発する

活用しながら外装を飲食店

けた︒黒色にして︑目立つ

④おやつに関する習慣や行

使える補助金・
助成金と活用の
コツ

営する㈱エクスカリバーは

％くらいの金額を

店舗を改装することで売上

であると認識されるよう改

動︵ＭＡ︶

万円で補助率

装するとともに︑着ぐるみ

代が︑今回一気に低下し

50

広報の事業者がいない︒広

た︒ＣＡＤを教えることに

う㈱３Ａでは︑新たにＣＡ

ングウーマンでは︑人材が

事務代行を行う㈱トーイ

不足している中小企業に対

報したいがプレスの人に会
えない︒単発の営業スタイ

大庭 聖司 氏 （中小企業診断士）

〜

歳 の 男 女 個 人 を 対 象 と し た︹ 本 調

譲原正昭︶は︑２０１７年６月に︑首都圏

株式会社日本能率協会総合研究所︵代表取締役
社長
在住の
査︺︑および同居している小・中学生を対象とし

その②

たのが目立っている︒図表

︹ 子 供 調 査 ︺ 子 供 に と っ て 一 番 の お や つ は﹁ ア

イ ス ク リ ー ム ﹂︒ 好 き だ が 家 で 食 べ る 機 会 が 少
ない﹁ケーキ・洋生菓子﹂

以 上 だ っ た︒﹁ ア イ ス ク リ

おやつ﹂で上位に入りなが

リン・ゼリー﹂は﹁好きな

お や つ だ っ た︒ 一 方︑﹁ プ

なり︑子供にとって一番の

べるおやつ﹂両方で１位と

以 上 と 多 い な が ら︑﹁ 家 で

は﹁好きなおやつ﹂で６割

菓 子 ﹂﹁ そ の 他 デ ザ ー ト ﹂

い︒ ま た︑﹁ ケ ー キ・ 洋 生

る機会はそれほど多くはな

でよく食べるおやつ︵ＭＡ︶

供調査︺好きなおやつ／家

いおやつだった︒図表⑤︹子

のに家で食べる機会が少な

10

子供調査として︑本調査

菓 子 ﹂﹁ あ め・ キ ャ ン デ ィ

﹁家でよく食べるおやつ﹂

図表⑤〔子供調査〕
好きなおやつ／家でよく食べるおやつ（ＭＡ）

た︹子供調査︺を︑﹃おやつ・間食に関する実態

・グミ﹂が
代では増加傾

は︑﹁ ア イ ス ク リ ー ム・ シ

の調査対象と揃え︑
◎調査概要
〜 代計︵有効回収数
１︑
０７２人︶にて分析︒
・調査対象⁚首都圏在住
詳細は次のホームページ
の本調査 〜 歳の男
を参照
女個人︑および子供調
査同居する小・中学生
http://www.jmar.biz/re
・調査方法⁚日本能率協
port/life/17̲snack.html
会総合研究所﹁モニタ
◎問合せ先
ーリサーチ・システム﹂
利用によるＦＡＸ調査
株式会社日本能率協会総
・有効回収数⁚︹本調査︺ 合研究所 経営・マーケ
１︑２６４人︵発送数
ティング研究部 担当⁚
１千８百人︑有効回収
土井
率 ・２％︶︑︹子供調
〒１００ ︱０００４
査︺１８２人
東京都千代田区大手町２ ︱
・調査実施日⁚︹本調査︺ ２ ︱１ 新大手町ビル２階
２０１７年５月 日〜
ＴＥＬ⁚０３ ︱６２０２ ︱１
６月８日︑︹子供調査︺ ２ ８ ７ ／ Ｆ Ａ Ｘ ⁚ ０ ３ ︱６
２０１７年６月２〜８
２０２ ︱１２９４
日
⁚
E-mail
※時系列比較では︑過去
info̲mlmc@jmar.co.jp
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の回答者と同居している小
・ 中 学 生 の 子 供 に︑﹁ 好 き
な お や つ ﹂﹁ 家 で よ く 食 べ
るおやつ﹂を聞いた︒
﹁好きなおやつ﹂は︑﹁ア

％と最も多く︑次

イスクリーム・シャーベッ
ト﹂が

い で﹁ チ ョ コ レ ー ト ﹂﹁ プ

では４割以上と一般的な習

リ ン・ ゼ リ ー﹂﹁ ス ナ ッ ク

慣だが︑２０１４年と比較

％以上で続く︒
だ︒

代・

して

代の減少

向なのに対し︑

子﹂が共に

が目立っている︒男性でも︑ ャ ー ベ ッ ト ﹂﹁ ス ナ ッ ク 菓

﹁ チ ョ コ レ ー ト ﹂﹁ あ め・

％と同率１位︑
コンビニデザートの成長と

キャラメル・グミ﹂が５割
は２割を超えていた

代・

ょっとぜいたくな菓子やデ

代

ともに増加し２０１４年で

ザートを食べる﹂は全体で
％に対し

代〜

％と︑大きな男女差

％だが︑女性
男性

15

50
﹁ 自 分 へ の ご 褒 美 に︑ ち

イント減少したのが特徴的

図表④ おやつに関する習慣や行動（ＭＡ）
があった︒女性

70

調査２０１７﹄として実施した︒本紙ではその一
部を紹介する︒

先月号より続く︒

代 の﹁ 食 後 に ﹂
︑女性

％と半数を超
％と多く︑こ

87

食後に甘いもの﹂
﹁自分へのご褒美﹂は女性
代 で 最 も 定 着︑ 女 性

﹁食後に甘いものを食べ

代の﹁ご褒美に﹂離れ目立つ
おやつに関する習慣や行

る習慣がある﹂は全体で

％︑女性４割・男性３割と︑

代も

代は

女性に多い習慣だ︒特に女
性の
え︑

50

動について︑当てはまるも
のを答えてもらった︒
﹁食後にお茶やコーヒー
％︑﹁ 家 に は

いつも菓子やデザートの買

ポ

後に甘いものを食べる習慣

代で

れらの年代では２０１４年

一方で︑女性

40

20

79

31

75

61

を飲む﹂が

％︑﹁お

歳で食

が拡大しているのが目立つ︒
〜

50

20 50

と比較して増えている︒ま

40

36

40 50



ルに終始している︒

顧客を増やす広報体制の確立方法 と
補助金・助成金の活用方法
20

30
た︑男女とも

10

い置きがある﹂が

％だった︒

19

13

45 54

15

25

生活に密着した菓子やデザートにも変化

おやつ・間食に関する
実態調査 2017 結果報告
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79
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35
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やつを食べる習慣がある﹂
が
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（９） 平成30年７月15日

ければいけないようなとこ

で、怖いお兄さんで知られ

グループでもリーダー格

会や、いろいろなところの

めての海外事業がパリであ

ってしているのですが、初

どと、私どもが事務局にな

コレクションを虎屋さんな

では、話が替わって、羊羹

が代表して行ったというこ

ァーが来まして、内田さん

いただけないかというオフ

ともに和菓子の実演をして

政府が作り、そこでお茶と

した。時間を与えられて和

ム分けの様な感じで行きま

ストレーションというチー

試食会をして、私はデモン

ったのですが、虎屋さんは

内田：虎屋さんと二人で行

があったのでしょうか。

ことをされて、どんな反応

つの小さいものの中に、い

子は食べ物というより、一

ここで表現したのは、和菓

り、びっくりした経験です。

ステージが用意されてお

いなかったので、行ったら

とで、全然話を聞かされて

菓子のＰＲをするというこ

した。

いうか、興味を示していま

すが、皆さんとても共鳴と

るという話をしていたので

表現するし、景色も表現す

す。例えば俳句、ポエムも

の背景があるということで

ろいろなストーリーや日本

のが多いですが、ヨーロッ

アジアの人は、写真を撮る

みんなじっと見ています。

尾関：とにかく人が多く、

くれると、感じました。

文化などをリスペクトして

内田：ヨーロッパの人は、

ったのでしょうか。

し違うので、反応はどうだ

れども、この時は人種が少

ロンドンもそうでしょうけ

柳正家、須永社長ですね。

す。奥にいるのが向島の青

羹コレクションのパリで

ていただいたのですが、羊

②は私どもも一緒に行かせ

尾関：流石です。これ写真

内田：もう慣れました。

のに驚きませんか。

違うよ」ということが多い

に行くと「聞いていた話と

だなと思います。大体海外

って絵になるところが流石

れても、ぱっと和菓子を作

尾関：内田さんは急に振ら

を付けていることはあるの

何か心掛けていること、気

うに目の前で実演する時に

近かったです。写真②のよ

尾関：お客さんとの距離が

ました。

からない中でしていただき

す。何をやったら良いか分

で実演をしたということで

学校の梶山校長先生と三人

さんが代表され、東京製菓

す。実演は内田さんと須永

いさをお持ちだと思いま

司職人さんも敵わないきれ

で、手元も素晴らしい。寿

の並んでいる姿もきれい

るのかなと思います。餡玉

気が違うのに一役買ってい

道具もピシッとして。雰囲

テーブルがきれいです。お

すが、いつも仕事をされる

思うに、内田さんの特徴で

という感じでしたね。私が

かく聞こうと「これは何か」

パの人はじっと見て、とに

す。

もらえることは多少ありま

手袋をしなくても納得して

ないものをあえて作ると、

が、手袋をしていると作れ

内 田： 最 初 は あ り ま し た

たですか。

レームが来たことはなかっ

ることで、お客さんからク

袋ですが、あえて素手です

も、海外では必ずゴムの手

尾 関： 寿 司 職 人 さ ん な ど

す。

ことはいつも意識していま

って、食べたくなるような

り、一番きれいに見てもら

で、なるべくまめに替えた

どうしても使ってしまうの

思っており、タオルなども

ん。清潔感が一番大事だと

ましたが、今はしていませ

言われていたので、してい

やった方が良いと海外では

内田：前はよく手袋をして

でしょうか。

式会社巖邑堂
新のお菓子の製造・販売事情について」をテーマに
講演を行いました。聞き手は本紙でもおなじみの尾
関勇氏（株式会社アンゼン・パックス代表取締役社
長）にお願いしました。
先月号より続く。

さんをまとめて、グループ
になって出店されたという
のが、写真①なのですね。
内田さんはこの時には、も
う皆さんのフォローをして
いたと伺いました。
内田：結構大変で、２回、

尾関：皆さんとしては、開

ちゃうなという感じです。

３回するのはちょっと考え

以外にも世界で和菓子を売

拓してきたところに一緒に

皆の力で和菓子の海外普及を
尾関：次に若き匠の会の皆
る作業をしてくれる人が増

（ 写 真 ⑥ ）。 表 千 家 さ ん で

えた方が、普及の速度が早

お茶もしていただきまし

さん方にですが、これはど

成し、羊羹や皆さんにゆか

ういうことですか。

りのある地域を映しました

行かれるのでいいと思いま

ました。壁一面をプロジェ

まるのではないかと思い、

クション・マッピングで構

内田：何年か一人でしてい

ご紹介したのです。モニタ

すが、やはり内田さんはそ

ーが壁にあり、映像を流し

ういうパイオニアでいるの

の仲間が手伝っていただい

いろいろ誘っています。

た現地のパートナーが政府

尾関：実はこの髙島屋さん

と言った時、その方はずっ

たわけですけど、私自身も

とヨーロッパで活動してい

大きい会社ではなく、考え

ガポールでも羊羹コレクシ

た。販売もかなり売れまし

かなという感じがします。

ョンをやりましたけれど

関係の人で、特別に借りる

た。標津羊羹の長谷川さん

でしてらっしゃる若き匠の

ースが、左手前は米屋さん

たこともあり「だったら私

ことが出来ました。昔の伝

て作って売り、経理もしな

の社長様ですが、真ん中が

も、写真④の内田さんの雰

統ある建物です。全部で

写真②

ろなので、一人では限界が

て い ま す け れ ど（ 笑 ）、 皆

りました。その前はロンド

とです。これはどういった

鈴懸さんで、こうして羊羹

がユニフォーム作ってあげ

写真①

ありました。和菓子を海外

さんが内田さんについてい

ンで、ラグビーのワールド

その④

で普及させ、私の子どもや

くという現象が出ているわ

カップの中の日本ブースを

し込み、やっと出店した髙

孫の時代に販路の一つにで

けです。結局シンガポール

全菓連では、全国組合幹部研修会で内田弘守氏（株

もなればいいと思っている

の方も、一人で自分から申

島屋さんも、内田さんが皆

ので、いろいろな和菓子の

代表取締役社長）を講師に迎え「最

スタイルを見せるため、私

せんでした。写真③はちょ

る」と言われ、デザインし

大盛況の羊羹コレクション
尾関：私もその方がいいの

囲気、出で立ちが違ってい

という洋服のブ

ど、知り合いに

ムなんですけれ

れたユニフォー

本の伝統柄を入

内田：これは日

か。

尾関：会場になりましたフ

でした。

内田：シンガポールは豪華

もステンレスになりました。

違います。実演台のトップ

して、きれいになり、大分

からステージは随分と進化

来たわけですが、パリの時

り、ものすごいお客さんが

さんのネームバリューもあ

ョンでのステージも、内田

尾関：今回、羊羹コレクシ

ていただいた一品物です。

スの日本語は、私が書きま

どを展示しています。ベー

舟や寒天、テングサ、豆な

は、村岡総本舗さんの流し

しゃったわけです。展示に

持っていかれる方もいらっ

じでした。初めていろいろ

めにひと肌脱いだという感

いいのですが、皆さまのた

んとしては、出さなくても

で成功されている巖邑堂さ

した。すでにシンガポール

邑堂さんは花邑を出されま

た（ 写 真 ⑤ ）。 こ の 時、 巖

社の方がお出になられまし

した。

加して食べることをやりま

羹にいろいろなソースを追

をしまして、水羊羹や栗羊

す。鈴懸さんは新しい試み

が関係ない素晴らしい方で

もそうでしたし、全く言語

ついています。フランスで

ンが上手くて、お客さんが

も、一番コミュニケーショ

はしゃべれませんけれど

食べていました。菊地社長

回進堂さんの岩谷堂羊羹を

「甘い、甘い」言いながら

います。来場者の皆さんは

や小布施堂さんも説明して

ます。どなたかが見立てた

ランドを作って

ォート・カニング・パーク

したけれども、英語にして、

特注のものです

いる女性がい

にあるシンガポール国立博

ー兼

SOUL WORK

というデザイナ

MASAKO TOUKEI

て、パリとニュ

物館は、羊羹コレクション

次号に続く。

ーヨークに和菓

写真⑥
子を作りに行く

写真⑤

を紹介させていただき、も

写真④

う連日超満員でした。シン

聞き手：株式会社アンゼン・パックス 代表取締役社長 尾関 勇

うどパリのシーンで、左奥

内田弘守氏（株式会社巖邑堂 代表取締役社長）

にピンクの巖邑堂さんのブ

お菓子の製造・販売事情について

かなと思います。シンガポ

最新の

ールでも何の問題もありま

写真③
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全菓連では全国組合研修会で上村究氏︵日仏商事

過去と現在︑これからの日本の

株式会社・マネージャー︶を講師に迎え﹁洋菓子の
最新事情について

となくこういうドーナツを

洋菓子﹂をテーマに講演会を行いました︒
先月号より続く︒

セルベーカリーという店

ーツである︒ドミニクアン

行ったニューヨークのスイ

クロナッツは少し前に流

優秀なパティシェがフラン

リカとフランスを理解した

ンスの典型的な朝食︒アメ

朝食︒クロワッサンはフラ

ナツはアメリカの典型的な

作ったわけではない︒ドー

で︑知人がわざわざニュー
スとアメリカの朝ご飯を合

クロナッツ

ヨークに行って︑せっかく

ある︒ハイブリッドスイー

体させたのがクロナッツで

て買えなかったくらい人気
ツという言葉が一時期はや

その③

ヨークだから﹁フランス＝

い︒もしかしたら︑ニュー

ん売れたという話は聞かな

らだろうか︑それがたくさ

のかはっきりしなかったか

たが︑朝食なのかおやつな

ナッツをコピーして販売し

ェーンベーカリーでもクロ

感じたのだろう︒日本のチ

の流通に乗って出来立てを

なってしまった︒コンビニ

本格的な材料を使うように

コレートやその他副素材も

った︒そして︑今ではチョ

ロールケーキを作ってしま

コラボし︑本当においしい

コンビニと乳業メーカーが

それから２年くらいしたら

ない﹂という記事があった︒

知っているお客様は納得し

クリームでは︑本物の味を

おしゃれ﹂というイメージ

食べることができる︒一流

ローソンがゴディバとコラボしたロールケーキ

がはまって売れたのかもし

クロナッツ

れない︒そもそも全米でク

シェフが作ったものと食べ

練された︑フランスの味を

ロナッツが売れた︑という

比べたら違いが分かるかも

べたら十分美味しい︒その

しれないが︑それだけを食

話も聞かない︒

日本

キが︑いくらいい材料を使

しかし︑そのロールケー

た︒クロナッツは︑ただ何

ェフパティシェをしてい

一番高級なレストランでシ

行した後︑ニューヨークで

学んで本業の菓子作りに生

契約を行っていた︒技術を

のある菓子屋とライセンス

他ヨーロッパのブランド力

菓子企業がフランスやその

たことがある︒昔は日本の

ングについての論文を書い

菓子ブランドのライセンシ

以前︑私は日本と海外の

きな課題である︒

べきなのかということが大

のを合わせることは大事な

というコンセプトが同じも

なく︑今回のように﹁朝食﹂

イーツを合わせるだけでは

で︑日本に勝った準優勝は

優勝は開催国のイタリア

大会で日本は３位だった︒

行われたパティシエの世界

た︒２０１７年にミラノで

力についても疑問が出てき

その上︑近年日本の技術

るとはいえないであろう︒

持ったパティシエが多くい

界に通用するブランド力を

だけ技術力があっても︑世

日本のパティシエにはそれ

同じ菓子が作れてしまう︒

はとっつきやすい朝食に洗

ーナツというアメリカ人に

ことなのかもしれない︒ド

ワールは︑香港に住んでい

私が担当するラローズノ

じられる︒

ではないかという恐れも感

ア各国に抜かれてしまうの

ィシエ全体の技術力もアジ

するとあっという間にパテ

結果かもしれないが︑油断

バとコラボしたロールケー

話題は︑ローソンがゴディ

場で︑２０１７年の大きな

年代に

という町があ

弱にクラーク

北１００キロ

だ︒マニラの

であること

は全部手作り

ている︒特徴

り︑世界中に製品を輸出し

度はフィリピンに工場を作

港だけではあきたらず︑今

最後に香港で開業した︒香

に移り︑世界中に渡って︑

して︑ロンドンのヒルトン

もともとフォションで仕事

るスイス人の会社だ︒彼は

た︒素材に関していえば︑

だ︒センセーショナルだっ

キを３９５円で売ったこと

もフランスのものだ︒今の

ート︑生クリーム︑バニラ

ター︑ピューレ︑チョコレ

している︒タルトの粉やバ

もらい︑冷凍で世界中に流

ピンの人たちに手作りして

安く買える︒これをフィリ

特区なので︑日本より全然

ランスから入れても︑経済

ューレなど材料の多くをフ

小麦粉やチョコレート︑ピ

で︑研究所も付いている︒

る︒工場はＨＡＣＣＰ対応

やタルトを手で作ってい

リピン人２千人がマカロン

権がある︒工場では︑フィ

れ︑入っている企業にも特

それだけ本気だということ

使用していて︑コンビニが

本当にフランス産の材料を

ピン人を雇って冷凍ケーキ

のことに興味がないフィリ

フィリピンに行き︑ケーキ

ない︒日本人では︑今から

て︑安かろう悪かろうでは

は冷凍ケーキだからといっ

ラローズノワールの製品

った︒

の業界でも現実のものとな

スなビジネスモデルが菓子

を読んだら﹁コンビニの生

ら︑本当に真面目で︑就業

からベトナム人を入れた

らないそうだ︒仕方が無い

シエの店でも︑社員が集ま

近年日本で有名なパティ

る努力をしている︒

作るほどゼロから人を育て

あり︑また︑工場に学校を

イス人はそういうガッツが

を作ろうとは思わない︒ス

いほどわかる︒

とは多くある︒

力︑語学力と教えるべきこ

ではなく︑ビジネス︑人間

ければならない︒技術だけ

に人を育てることを考えな

ステムの中で︑もっと真剣

子いないという︒日本はシ

どだが︑日本人ではそんな

教えてくれ﹂と言われるほ

時間が終わっても﹁もっと

ブランドやコンセプトを作

階層を真剣に考え︑独自の

代でもない︒マーケットの

ヤリティを持ってくれる時

者が地元のケーキ屋にロイ

きる時代ではないし︑消費

１つのケーキ屋が何でもで

だ確固たるベースがある︒

め︑いろいろな国から学ん

ことを考えたら︑町場のパ

っていても︑ゴディバの名

かすことも一つの目的であ

中国チームだった︒２０１

る︒

原料高の時代にバターやバ

ティスリーはただ手作りで

前がなかったら３９５円取

った︒しかし︑近年フラン

８年１月︑イタリア・リミ

アメリカの空

ニラをたっぷり使った菓子

今の日本はどうなのか︒

れるのだろうか︒先日経済

スのパティシエが日本に店

ニで行われた女性パティシ

軍基地が撤退

を作っている︒それもスイ

材料を売っている我々の立

誌の記事に日本企業のブラ

を開くにあたって契約した

エの大会では日本人はフラ

したため︑外

ス人に技術を学んだ香港人

っていたが︑ただ二つのス

ンド力の足りなさについて

企業の本業は建築業やアパ

ンス・アメリカ・メキシコ

資を受け入れ

書かれていた︒

値段はゴディバが１ｇ

今から

良いものを作ればよい︑と

名の女子

レル︑不動産業だったりす

に次いで４位︒その翌月パ

る経済特区に

を改めて感じさせられた︒

大生に同じサイズの日本メ

る︒つまり︑フランスで修

リで行われた大会でもフラ

円︑日本メーカーは１ｇ３
円で︑８倍の開きがある︒

いうことではないことは痛

ーカーとゴディバのチョコ

業し︑もしくは日本でしか

ンス・マレーシア・シンガ

に監督された︑フィリピン

つまり日本は︑技術は十

年くらい前の本

レートを食べ比べてもらっ

仕事をしたことがなくても

なっており︑

これからの日本と
世界の洋菓子市場
はどのように変化
していくのか

た︒結果は１票差で日本メ

十分高い技術力を持った日

ポールに次いで日本は第４

人に作られている︒工業製

ラローズノワールの製品

習会で︑帝国ホテルの望月

パティシェは世界から尊敬

はたくさんあるが︑日本の

厳しいことを言えば課題

しなくてはいけないし︑広

氏が頼まれたのは︑ジャパ

されているし︑日本国内の

ただ︑フランスのＭＯＦ

ニーズスタイルフレンチペ

マーケットも十分大きいか

く世界にも向いていなけれ

ストリーで︑非常に好評だ

らパティシエの仕事がなく

など世界中からシェフが来

った︒アジア人にとって日

なることはないだろう︒自

ばならない︒

本のスタイルのケーキは食

信を持ち︑それでいて危機

である︒

をする努力こそ必要なこと

感をもって常に独自の進化

べておいしいし︑見た目に

の何十年でフランスをはじ

日本は課題があるが︑こ

ない事実だ︒

も受けが良いことは間違い

るマレーシアで行われた講

っていく必要がある︒集中

ーカーが勝った︒しかし︑

本人パティシエが増えたた

品で行われているボーダレ
ラローズノワールの工場

関税は掛から

製菓製パン
ずに材料を入

上村 究 氏（日仏商事株式会社・マネージャー）

位であった︒今はまだコン

過去と現在、
これからの日本の洋菓子

クールにおいてのみ現れる

洋菓子 の 最新事情 について

め︑レシピがあれば︑技術

ルはパリのフォションで修

だった︒ドミニク・アンセ

２時間並んだのに売り切れ

24

も材料もあるから︑パリと

分にあるから︑今の課題は
菓子のブランドをどう作る

90
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日本菓子専門学校

教師

︻基礎編︼
千葉 良一

上白糖⁝⁝⁝⁝⁝２５０ｇ

無塩バター⁝⁝⁝３５０ｇ

﹁バタークリーム﹂

ークリームを全体に広げ︑

成形

蔵庫で冷やす

分割

下火

％︶

㎝トルテ型に入

℃

〜分

ん豆を使用し︑粒を残して

出来立ての皮を食べさせて

稼働している時であれば︑

ります︒また製造ラインが

をプレゼントしておりま

巌流本舗オリジナル下敷き

す︒見学された子供達には︑

勢で店頭販売されていま

しい物をお客様に⁝との姿

炊き上げた白あんが入った

いただけるみたいです︒私

今回は︑巌流島の決闘・

場にお邪魔させて頂きまし

店舗の奥にガラス張りで製

年間愛され続けています︒

て焼き立ての巌流焼も食べ

更にブロック長特権？とし

も皮だけも頂きましたが︑

焼の作り方がイラストで描

ており︑下関の名所と巌流

す︒この下敷きが良く出来

町︑下関にやって来ました︒

子屋です︒看板商品の﹁巌

が売上げの

％を占める菓

校の社会見学など︑多くの

行会社のツアーや地元の学

ースが設けられており︑旅

プルな配合で焼き立てもと

計な物は入っていないシン

させて頂きました︵笑︶余

れた子供達や下関市民の皆

太 郎 さ ん は︑﹁ 工 場 見 学 さ

かれています︒跡取りの晋

﹁巌流焼は巌流焼だけ！あ

ルシロップを使った洋風な

お菓子﹁花冠の小次郎﹂
﹁義

州の女﹂など⁝地域にちな

流焼﹂は︑あんこが小豆で

んだ商品名で︑楽しく地域

山口県菓子工業組合青年部

匠し焼印したどら焼きは︑

所属水津晋太郎さんがいら

佐々木小次郎の有名なセリ

文化を伝える事の大切さを

経八艘飛﹂﹁招きふく﹂﹁長

焼ではない⁝﹂大河ドラマ

フ﹁おそいぞ武蔵﹂とユニ

全菓連青年部中四国ブロ

感じ取る事が出来ました︒

配合とし︑武蔵の刀鍔を意

﹁武蔵﹂をきっかけに︑新

ークなネーミングで︑味と

んこを変えてしまえば巌流

商品として小豆餡のどら焼

共に若い世代に支持されて

さまから︑巌流焼が下関の

名物！と誇れるお菓子に育

きを発売する事になりまし

ても美味しい︒巌流本舗で

てていきたい！﹂とおっし

た︒巌流焼の生地をそのま

工場見学者を受け入れてお

以前から小豆餡の巌流焼

ゃっていました︒

も食べてみたい！とお客様

いるみたいです︒その他の

子供達に配られる下敷き

おそいぞ武蔵

ック長・田村正太郎

ま使うのではなく︑メープ

はなくて︑北海道産いんげ

話 ０３−３４００−８９０１
電

からの要望がありました︒

っしゃる︑巌流本舗本社工

伝説と⁝歴史ロマン溢れる

造風景を見られる︑見学コ

から販売されており︑約

どら焼きです︒昭和初期頃

巌流本舗のお菓子色々

FAX…083−248−0311

は作り貯めはせず︑より新

店舗データ

TEL…083−248−3150

２００ｇ分割後︑冷

︻工程︼
巻き上げて７等分にカット
し︑直径

生地をのばし︑バタ

︿本捏﹀
２

分︵

約

上火１８０℃

れる︒

１速３分

バター↓２速８分

焼成
２１０℃

地域色を活かす菓子創り

山口県下関市長府扇町６−44

年で︑どら焼き関連商品

巌流本舗

〒752−0927

た︒巌流本舗は︑創業大正

株式会社

巌流本舗
株式会社

ミキシング

℃

速３分

る︶

ホイロ

生地温度
％︶

︵３回に分けバターを入れ

％

％

％
℃

78

トルタ・ローゼ ︵ストレート法︶
バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

分 ︵

28
24

砂糖⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝
発酵

60



75

︻配合︼
強力粉⁝⁝⁝⁝⁝１００％

％

乳酸飲料⁝⁝⁝⁝⁝⁝５％

パン酵母︵生イースト︶
⁝⁝⁝⁝⁝⁝４％
牛乳⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

25



食塩⁝⁝⁝⁝⁝⁝１・７％

28

壇ノ浦の戦い・耳なし芳一

70

60

18
80

10

50 50 15
10
トルタ・ローゼ

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