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人がどんな顔になってほし
いのかを思いながら、お菓

に来たかった同じ高校生の

しさと精神力が大事です。

ますが、お菓子作りはやさ

精神力が求められると思い
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くんとお伊勢さん菓子博２
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応援に駆けつけたゆるキャ

ターのスイーツなかの氏、
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ネーミング（興味を引く作
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形の美しさ等）、表現力（作

５名は製品力（味の良さ、

ションで行われた。審査員

の実技試験とプレゼンテー

れた。

ぇーれーどら焼き」が選ば

・作品名「ひょんなげなで

ま山陽高等学校（岡山県）

審査の結果、優勝はおかや

明、質疑応答が行われた。

いや特徴などを審査員に説

ーションでは、作品への想

チームごとのプレゼンテ

たった

校

チーム、
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子作りに邁進して頂きたい
と思います」と挨拶の後、
全菓連齊藤理事長より祝辞
があった。

仲間を代表して集まって頂

お菓子は、食べて頂く人に

ゼンテーションを基準に選

が選ばれた。
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お か や ま 山 陽 高 等 学 校 が優 勝

日、大阪市・辻製

開会式では、槌谷部長よ

いていますので、思う存分

喜びを提供するものだと思

わんこの紹介、ルール説明

付けるので、飾りを添える
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対応状況・履歴管理

「ひょんなげなでぇーれーどら焼き」

作品名

全国菓子工業組合連合会青年部（槌谷祐哉部長）では、８月
菓専門学校で、第９回全国和菓子甲子園決勝戦を開催した。決勝戦では各ブロック

り「今年は百校を超える学

力を発揮して、素晴らしい

います。皆様も自分たちが

分間

の後、決勝戦が開始された。

意味もあり、似たような材

考した。

校、三百作品を超えるお菓

お菓子を生み出してもらい

作るお菓子が、誰に食べて

特産品の手延べうどんを使

次に福島県立湯本高等学

子が集まりました。その中

たいと思います。今日は野

もらいたい、食べてくれた

用してみました。備中白小

名で競われ、優勝はおかやま山陽高等学校

からブロック予選を経て、

球の甲子園の決勝戦でもあ

の作品名をつけました。ま

あと、西尾審査委員長より

チーム、

名

ります。高校野球は体力と

た、岡山県備中地方でしか

「各ブロックを勝ち進んで

校

が、予選を勝ち抜いてお越

意味です。最初はなかなか

料のみたらしのたれをのせ

決勝戦に来られたことは、

での予選を勝ち抜いた

し頂きました。本当はここ

うまくいかず、何度も練習

豆は希少な豆で、手延べう

ています。中餡も粒あんの

（岡山県）・作品名「ひょんなげなでぇーれーどら焼き」（写真下）が選ばれた。

おかやま山陽高等学校の

栽培されていない備中白小

みを挟むのではなく、備中

皆様の技術、両親、学校が協

決勝戦は、１時間

生徒は「地元の方言で〝ひ

をした結果〝でぇーれー〟

うどんをどのよ

どんは生産量日本一です。

白小豆の風味を楽しんでい

力してはじめてこの場所に

閉会式では各賞の発表の

ょ ん な げ な 〟 は 変 な、〝 で

豆と、学校のある浅口市の

うに作品にする

立 て ら れ た と 思 い ま す。ま

品に仕上げた事は感動しま

ただくために、鹿の子にし

した。皆様の熱意が作品に

か悩み、揚げた

準優勝は、岩手県立久慈

表れたと思います。地方の

た、郷 土 の 素 材 を 使 っ て 作

東 高 等 学 校（ 岩 手 県 ）・ 作

独特のものがありますの

たものを挟みました」と説

した。その結果

品名「琥珀浪漫～太古の時

で、我々も参考にして、和

明した。

ゆでたうどん

を 越 え て ～」、 島 根 県 立 宍

菓子の世界を盛り上げてい

り焼いたりいろ

と、どら焼き生

道 高 等 学 校（ 島 根 県 ）・ 作

いろ試してみま

地を一緒に焼く

品名「不昧の苔玉」が選ば

また、特別賞として岩手

ことでふんわり

県立大船渡東高等学校（岩

と、各チームが作成した作

サクサクした食

うどん特有のも

手県）・作品名「清夏」、石

品の試食会も行われた。

れた。（両作品の説明は６面） きます」と審査講評があっ

ちもちした食感

川県立鹿西高等学校（石川

感にし、手延べ

が加わりまし

県）
・作品名「おりひめ帷子」

最後に記念撮影（写真上）

た。うどんを食

た。

べる際はつゆに

表示（着信ポップアップ）

• 対応した内容の登録・参照・編集・検索が可能

• 電話着信時にお客様情報と過去の対応履歴を自動

• お客様の対応ステータスと履歴を判りやすく表示

ひょんなげなでぇーれーどら焼き

な物に仕上がったので、こ
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mSolution CRMホームページ︓ crm.cwj.jp

※ 当社は全国に安全・安心のクラウドサービスを提供するデータセンター事業者です。
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• 既存の基幹システム等から必要な情報を取得、
参照可能なシステム連携機能

• パソコンとWebブラウザがあれば、ご利用いただけ
るクラウドサービスです。最低限の初期投資費用で
迅速な導入が可能です。

ホームページ︓ www.cwj.jp
TEL : 0596-63-6181 Mail : sales@cwj.jp
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システム連携

クラウドサービス

「mSolution CRM」にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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優勝されたおかやま山陽高等学校の生徒

経営者

販売･営業部門

制帽部門
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• 必要な情報を他部門にワークフロー機能を用いて
周知が可能
• 各部門が所有する知識資産を企業全体で共有が
可能

• 蓄積した情報を内容別、商品別など様々な切り口か
ら集計することが可能
• 集計データが定義したしきい値を超えた場合、メー
ルで自動通知

お客様センター

• 問合せが多い内容を画面操作によりFAQ化

• 上司の許可を得てからメール回答させる承認機能

• 過去のFAQから回答内容をメールテンプレート化

お客様の声を取り入れて
販売方法を改善したい。

• 専用Webメーラーによりサポートメールを一元管理

製品について、お客様の
感想・意見を知りたい。

「mSolution CRM」の主な機能

市場ニーズを的確に捉えて
経営判断したい。

使いやすいサポートシステムで
気持ち良くお客様対応したい。
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（１） 平成30年９月15日

「菓子事業者専用」に開発した

本当に使いやすい『 お客様サポートシステム（CRM）』をクラウドサービスとしてご提供︕

号の影響も出る

年産で生産終了
い。台風

に乾燥して鞘が出来上がれ

方がやわらかく、きたのお

と比べると良くない印象を

持つ方が多い。

十勝は畑作全体で

万

ある。小麦と芋、ビート、

っていたので、減らさざる

をえなくなり、その上、

年産の収量も採れなかっ

つが少ない。近年の傾向は、

なっており、その分他の３

面積を少しずつ持ち上げて

況になってきた。このため、

積が伸び悩み、逼迫する状

改善されたが、その後の面

とめ小豆は粒が粗い。価格

た。このため需給が一気に

豆類で大豆が増えている。

いかなければならない状

ば、影響はない。ただ、生

で過作に

豆の４輪作になる。ただ、

系なので、粒として使うの

収穫は農家ではなく、農協

況。価格は上がる可能性が

小麦が３万８千

に好まれる。また、エリモ

に委託しているので手間が

きたろまん小豆は、作付

小豆を品種改良したエリモ

省けるし、交付金が出てい

大きい。

ど６月４日、９日に作付け

残りの日数からすると難し

もありえたが、９月になり、

前なら、今後の天候で回復

い感じだ。もう一ヶ月少し

した通りにはものがとれな

作況は、全道的に当初計画

の張りも悪かった。今年の

（ 写 真 ）。 日 照 は ７， ８ 月

されているところもある

かない。雨も長く、一部流

が懸念される。霜が来る前

で、早霜が来れば品質低下

ったが、今年は少し寒いの

は温暖化で霜の心配はなか

り小さい。また、いままで

どうかだろう。粒は平年よ

８分作ぐらいの４俵いくか

ａのところ、

干安い。

種もある。価格は同等か若

いう、エリモ小豆に似た品

いる。食感はエリモ小豆の

菓子などには使わない方も

見えないものはいいが、和

餡になる。餡パンなど中の

たのおとめ小豆は赤茶色い

薄い紫色の餡になるが、き

ている。エリモ小豆は青い

さめで、粒系はしっかりし

まん２割が今はサホロ３

年前はサホロ８割、きたろ

となった。また、品種も５

以下となり５年前の７割

少している。今年は１００

手間のかかる小豆は年々減

平年より４日、大手亡も４

十勝では、小豆の生育が

る。粒は小粒傾向。

は平年の８分ぐらいにな

ん類は総じて悪い。大手亡

生育が遅れており、いんげ

応が難しいことから

年産

と、採種圃設置も少量に対

ろまんが主流ということ

移行が進んだ。需要もきた

もサホロより勝ることから

病害に抵抗性があり、収量

た日が多く、晴れ間が少な

れている。天候がぐずつい

しても、小豆は３～４日遅

日遅れている。昨年と比較

するべく、法務省と協議を

食料品製造業全体を対象と

が、現在、農林水産省は飲

要請しているところである

造業もその対象となるよう

受け入れについて、菓子製

ない。極端に良かった去年

く、葉の枚数や鞘の数も少

る。平年に比べて草丈は低

いので生育が停滞してい

を中心にかき氷を提供し、

氷室神社にちなんで菓子店

（ 大 阪 ）、 東 大 寺 の 近 く の

ためホームページを作成中

者への情報発信を強化する

現在記念誌を作成中、消費

可能性が高い。

きていない。価格は上がる

豆類全般的で満足に供給で

ば、きたろまん小豆を含め、

数量だ。需給環境からすれ

種で、平年より若干少ない

大手亡は雪手亡という品

ありました。

ていただきたいとの要望が

国人材の活用はぜひ実現し

うにしていただきたい、外

もっと菓子を販売できるよ

半減した。需要が過多にな

豆が高まっている。

作っており、他の地区は大

割、手亡９割、小豆７割を

全道のうち十勝で金時８

などの色豆が減った。また、

針を定めるとともに、業種

法を改正し、政府の基本方

●出入国管理及び難民認定

資格を創設

れだ。

替えて行く。きたのおとめ

今年、来年から順次、切り

まだ、末端は届いてないが、

で、落葉病の抵抗性がある。

％もある。大粒

１６７が出ている。その兼

エリモ１６７はしゅまり

しており、６月半ばの天候

に天候が回復せず、曇りが

本年度のサホロの生育状

作付けが

ね合いもあるので、今後ど

るので価格も安定してい

小豆の血を分け与えたもの

けが増えている。十勝では

新品種では２～３年後に

増え、小豆

る。このため、ここ５年で

はきたろまん小豆と同じ。

り、短いサイクルで播種で

エリモ１６７が出てくる。

のように面積推移していく

面積が５千弱

きたろまん小豆は大粒系だ

きないので８年は同じ場所

かわからない。ただ、芽室

日ぐら
が素地は粗く、皮がしっか
年産のきた

きたろまん小豆は、低温

で蒔けない。このため、面
作付けは５年サイクルにな

地区では、きたろまん小豆

育が一週間遅れているの
で、鞘のある９月
いに霜が降ったら、影響が
りしている。
ろまん小豆の価格は、千円

のため生育が平年より３，

積が拡大しないので、病気
る。

エリモ小豆は落葉病があ

出る可能性もある。

南の有珠山麓の伊達農協を訪問した。作況は６月の
４日遅れている。草丈も低

に強いきたのおとめ小豆と

と思われる。

長雨や７，８月の曇天の影響で減収になる。また、
い。まだ、花も咲いており、

いう品種ができた。粒は小

ぐらい上がりそうだ。

価格も全体的に若干上がる。また、全菓連で毎年、
青鞘なのでどれくらい採れ

今年は日照時間が少な

が悪く、除草剤など畑の作

多かった。湿度も高く、あ

日以降から曇天が続き、根

伊達農協

に

大手亡は全道で２千７百

行くので、縮小してゆく流

ろまん小豆に切り替わって

滋賀みやげもん開発事業と

人気を博している（奈良）、

ことが了承されました。

県として神戸市で開催する

ち回りにより兵庫県が当番

また、来年の開催地は持

能力水準も、業務上必要な

れ業種ごとに定め、日本語

●求める技能水準は、受入

あったが、１千３百

進めているところです。併

して昨年は滋賀羽二重餅プ

別の受入れ方針を策定

をもってサホロの作付けを

せて、菓子業界としては、

が安定供給に好ましい。

く、雨も多かった。北海道

業ができなかった。このた

まりいい状態ではなかっ

小豆はエリモ１６７、きた

ではこれまで梅雨の時期は

め、圃場によっては、雑草

ホクレン帯広支所

とよみ大納言は伊達で

が生え草負けした。雑草は

無かったが、今年は６月

の作付けになり、毎年

同じぐらいだ。生育状況は

割、きたろまん７割と逆転

菓子専門学校への外国人留

水準を考慮して、受入れ業

終了することになった。

化するとともに、受入れ企

●政府の在留管理体制を強

種ごとに定める

に移して懇親会が行われ、

会議終了後、会場を別室

ブロック会議は終了となり

リ ン「 湖 の 餅

ました。

学生の卒業後の国内就業を

している。きたろまんは、
上旬の低温により黄化・縮

•••••••••••••••••••

が、今年は第２弾の開発に

葉が見られ、加えて多雨・

取 り 組 ん で い る（ 滋 賀 ）、

ａになる。また、実が入っ

省、農林水産省、文部科学

工芸菓子の底辺を広げるた

」を開
tae

省に要請を行っているとこ

め年２回の技術講習会、キ

近畿ブロック会議を開催

ろです。これらについては、

ャッシュレスに対応するた

で、台風

号も心配される。

傾向にあったが、再び８月

ポイント（抜粋）

団体等）による生活ガイダ

ンス、相談対応、日本語習

得支援等を実施

（ 兵 庫 ）、 商 標 制 度、 食 品

を有効活用した新製品開発

めの講習会、山田錦の米粉

深刻化への対応

をはじめとした人手不足の

●中小企業・小規模事業者

れ

４

間の上限が無く、家族帯同

られた者について、在留期

高い専門性を有すると認め

的に認めないが、滞在中に

年とし、家族の帯同は基本

店で販売した

進捗状況を見ながら必要な

発し、県内

その主な内容は、①ＨＡ

要請等を行っていく考えで

寡照で生育が遅れた。７月

ＣＣＰ制度化に伴う準備の

業又は登録支援機関（業界
９月７日（金）京都市に

進捗状況の報告（詳細は、

外国人材受け入れ要請の報告
おいて全菓連近畿ブロック

下旬の高温により一時回復

上旬の低温により莢肥大が

会議が、ブロック各府県よ

行かれると影響が出るの

とよみ大納言は伊達産を出

月

遅れている。例年９月下旬

次いで、各府県よりの情

衛生、栄養成分計算ソフト、

●一定の専門性・技能を有

●在留期間の上限は通算５

勢報告が行われ、廃業等に

消費税軽減税率に関する講

新たな外国人材の受入
会 議 を ご 覧 下 さ い ）、 ② ６

伴う組合員数の動向、各府

習会を実施（京都）等の報

を認める在留資格への移行

す。

月に策定された「経済財政

県とも技術講習会、食品表

し即戦力となる外国人材を

措置を整備する方向

８月号掲載の中部ブロック

運営と改革の基本方針２０

示、ＨＡＣＣＰ対応等の研

幅広く受け入れるため、就

名が参加して開催され

会議は、開催県京都府菓

１ ８」（ 骨 太 方 針 ） で、 中

告が行われました。

労を目的とした新たな在留

に入ると思われる。出芽期

骨太方針の
には収穫が始まるが、
る可能性がある。

子工業組合横山理事長の歓

小企業・小規模事業者をは

また、全菓連に対する要

ａ）見込。

ました。

迎の挨拶、全菓連齊藤理事

修会、菓子祭り等の催事を

望として、菓子博で組合が

の低温により例年より茎

長の挨拶、出席者紹介の後

じめとした人手不足の深刻

周年記念式典を開催し、

実施しているほか、１月に

長、着莢数ともに約半分と

議事に入り、先ず全菓連か

化への対応策として打ち出

エリモ小豆も俵数的に

年度の課題の報告

は、減収になると思われる。

清里町の小豆作付は、農

ら平成

収量は少なくなる（３俵／

家１戸当たりの畑面積が増

が行われました。

された、新たな外国人材の

えて来ている（離農農家分

10

値段は去年と同じぐらいと

しゅまり小豆は、生産者

みている。

参考
の引き受け）ことに伴い、

30

が少なくなっているが、今

また、石狩おとめ小豆と

50

年も提供できる。

り

しているが、今年は収量が

認めていただくべく、法務

進んだものの、６月、７月

清里農協

５月末に植えたものは、大

況だが、播種作業は順調に

また、全体的に豆自体の

るか分からないが、十勝で

斡旋していた清里農協のサホロ小豆は、

ha

ha

平年５俵／

28

12

た。このため平均的に見る

産を終了する。

ha

ａ採れたと

ha

不安なので、伊達近郊にな

ている時期に、葉を持って

ころ、今年は３～４俵／

と去年５俵／

30

ha

27

10

15

10

10

芽室農協

きたろまん小豆

後で取っても生育が追い付

55

北海道小豆減収 価格若干上がる見込み

サホロ小豆
全菓連では、斡旋している北海道産小豆の産地を

30

20

年産で生

視察した。十勝の芽室農協とホクレン帯広支所、道

21
21

90
ha

10

ha

30
30

きくなってきたが、ほとん

畑で流された箇所

10
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こころの中のお菓子屋

～草紫庵やまぐち～
あります。

かな風貌と優しい人柄を表

そうです。まさに氏の穏や

メージ「草紫庵」を冠した

れている」素朴で優しいイ

新たに「紫色の野の花が揺

て、横断歩道で子どもたち

た青少年の見守り隊とし

ども引き受けています。ま

長、保護司、食協の役員な

も務めるとともに、町内会

と平和への祈りを込めて、

ことのないようにと、鎮魂

在でも、二度と軍靴が響く

ました。三代目になった現

の「四十五連隊」が生まれ

独特の食感で、朝食として

ロは、しっとりと柔らかい

しゃいました。この丸ボー

お客様が買い求めていらっ

お話を伺っている最中にも

躍を期待しています。

三脚、今後ますますのご活

優しい笑顔の奥様と二人

自慢の商品です。

て、試行錯誤の末にできた

日、秋の

務局長・惠島理子

月４日、和菓子勉強

岩手県内９会場

•••••••••••••••••••

日～

行事予定
９月

山梨県菓子まつり、か

日、消費税の軽

いてらす、甲府市
９月

減税率制度セミナー、
アラスカ会館、青森市

会、講師・杉尾俊美氏

（ 風 乃 菓 こ も よ 店 主 ）、 ㈱
タカキ、倉敷市

月６日、高崎菓子ま

つり、高崎市もてなし
広場、高崎市

日、秋の菓子素

大切にした菓子作りの一方

このように地域の歴史を

店、弘前市

福 一 代 表 取 締 役 ）、 清 野 商

菓子工業組合副理事長、㈲

講師・池田尚史氏（千葉県

締役）、㈱上野忠、大阪市

晃富史氏（㈱上野忠代表取

月

りました。軍事練習はとき

で、大変人気のあるお菓子

月

日、食のデザイ

材研究会、講師・上野

おり脱走兵が出るほど、そ

に「丸ボーロ」があります。

17

昼夜を問わず車が行き交

の地に住まっていました。

鹿児島県菓子工業組合事

パンの代わりに召し上がる

であり、晩年鹿児島に移り

方も多いそうです。何度も

住み、薩南学派の祖として、

また、室町時代のことで

看板に書かれている「こ

作り続けられています。

店主は木元伸二氏。初代

木元氏は、その高い技術

ころの中のお菓子屋」とは、

の登校を見守るボランティ

は店主の祖父で、店名は「山

力を見込まれ、城西高等学

ア精神豊かな姿には、頭の

う、幹線道路国道３号線を

口菓子舗」でした。三代目

校や今村学園ライセンスア

現した、印象的で粋な店名

北上すると、鹿児島県立短

として氏が受け継ぐとき

江戸時代から明治維新まで

です。

期大学前にかかる歩道橋の

に、初代の意思を尊重し「や
鹿児島市在住の詩人「夏目

何度も嫌になるほど試作し

す ぐ 近 く に、「 草 紫 庵 や ま

カデミーの和菓子課の講師

禅師の没後五百年祭を機

と言われる桂庵禅師が、こ

の薩摩の精神風土を作った

すが、日本の朱子学の開祖

ぐち」という心惹かれる素
まぐち」の名を残しつつ、

下がる思いです。

敵な名前のお菓子屋さんが
漠」さんが、このお店のこ

お店が地域に根付き、深く

に、偉業を偲び生まれたお

とを書いた詩の一編です。

愛されていることの証でし

菓子が「桂庵まんじゅう」

ょう。
かつて城山の麓のこの地

日、和菓子講習会、

れはそれは厳しいものだっ

月

たそうです。面会に訪れる

10

会員の親睦を

に増えてきた

の発足後２年目から、徐々

は、例年通りマイクロバス

ぶりとなった本研修旅行

忙しく中止にしたため１年

ロック大会に向けた準備が

びに全菓連青年部の九州ブ

県で開催した菓業青年会並

昨年は、今年の６月に当

県に伺った。

草紫庵やまぐちのお菓子

り、来県者を大分菓青会な

点を他県の菓青会に尋ねた

り、準備にあたって不明な

じた良い効果は他にもあ

大分大会を終えたことで生

このように九州ブロック

馴染んでいるように見えた。

り、初参加の会員も自然と

始明るく盛り上がってお

すお菓子として、代表銘菓

でしょう。そのご家族を癒

えると大袈裟なようだが歴

親会を行っていたことを考

となく大分菓青会だけで懇

いるが、誰にも連絡するこ

何度か熊本市内に宿泊して

た。これまでに研修旅行で

る親睦会の開催が実現し

市内で２県菓青会合同によ

連絡をとり、夕方から熊本

・黒ゴマの６種類もあり、

うがホンダンがけ・りんご

んの事を学んだ。

よりしっかり聞き、たくさ

組合事業の事等を堤理事長

い、お菓子の事、店舗の事、

事長の有限会社大盛堂に伺

本県菓子工業組合堤公一理

重要な視察に関しては熊

・武田正貴氏（㈱デリコ）、

工食品表示の研修会、講師

れたからとも考えられる。

会九州ブロックの一員にな

ことにより、ようやく菓青

の大きな事業をやり遂げた

ロック大分大会と言う一つ

会員が一丸となり、九州ブ

プ＆ギャラリー、鹿児島市

Ｏ

２０１８年

目となる今年

になり、７年

計画するよう

行を盆明けに

兼ねた研修旅

設等の視察を

ってか、２年前の車中とは

圧から解放されたこともあ

ぞれが様々な責任という重

とか一緒に乗り越え、それ

と言う未知の高い壁をなん

九州ブロック大会の初開催

までの道中を楽しんだが、

加者全員で和気藹々と熊本

研修旅行では早速メンバー

そんな進展もあり今年の

もなった。

員同士の交流のきっかけに

菓青会との距離が縮まり会

機会が増えたことで、各県

方々と積極的に会話をする

青会のメンバーが他県の

と、これまでになく大分菓

りに精一杯もてなしたり

った。

この上なく充実の一夜とな

大分のメンバーにとっては

れ丁寧に案内していただき

いラーメン店など、それぞ

は、２次会のお店や美味し

しい会話で盛り上がった後

き、美味しい郷土料理と楽

お店の手配までしていただ

熊本菓青会の皆様には、

史的な日とも言える。

のもとで梅田会長を中心に

たのも、周りの皆様の支え

な交流をもてるようになっ

した大分菓青会がこのよう

まきながら平成

年に設立

迎えたいと考えている。遅

き、精一杯のおもてなしで

は大分に来県していただ

この気持ちを忘れずに次回

が、大分菓青会としては、

感謝の気持ちでいっぱいだ

皆様には大変お世話になり

今回の研修旅行で熊本の

た大分菓青会の今後にも期

なく自然に新体制に移行し

迎えた節目の年にこれ以上

ている。ちょうど

の菓青会の舵取りを任され

れ、新会長としてこれから

後任には岩丸睦弘氏が選ば

た梅田一弘会長が勇退し、

ら大分菓青会を牽引してき

とっ
ての

も８月最後の

多少雰囲気も違い、年齢や

が熊本菓青会の方と事前に

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

10

16

大分菓青会に

年

週末を利用し

付き合いの長さ等を問わず

20

年目を

日（土）

親しい関係も垣間見えて終

25

待したい。

から１泊２日

て

で隣県の熊本

熊本県研修旅行で親睦深める

大分菓青会では平成
22

分

記念撮影

６月の総会で設立当初か

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

Ｋ代表取締役）、ショッ

更に深めよう

名の参

島秋津子氏（㈱ＳＴＵＤＩ

ンセミナー、講師・中

鹿児島

を１台借り上げ、

成分表示及び最新の加

月１日～５日、栄養

トッピングは、黒糖・クル

です。

岡山

ご家族も、帰りには後ろ髪

12

24

ミ＆レーズン・甘夏・しょ

には、歩兵四十五連隊があ

10

10

10

22

26

をひかれる思いだったこと

10

と食品関連施

三代目の木元伸二氏と奥様

23

群馬

大阪

山梨

青森
10

岩手

鹿児島
大
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２度目の開催となる。オー

コーナーもあり昨年に続き

菓子きのとや黒田正英氏

「 北 海 道 焼 き チ ー ズ 」（ 洋

た。グランプリを受賞した

て審査選定）が行われまし

月～翌年２月にかけ

タムスイーツガーデンさっ

作）を本来、企業秘密であ

年

ぽろ（主催：オータムスイ

るレシピを公開して、一定

道焼きチーズを集めた共販

ーツガーデンＳＡＰＰＯＲ

の共通ルールを守りながら

始

Ｏ実行委員会）が開催され

東京の人形焼き、名古屋の

る

っぽろスイーツコンペティ

る北３条広場は、札幌のメ

ういろう、広島のもみじ饅

ま

ション」グランプリ受賞の

インストリートである札幌

オータムスイ ー ツ ガ ー デ ン さ っ ぽ ろ

日（金）

スイーツをはじめ、オリジ

駅前通と歴史的観光資源で

時～

時「札幌市北３条

～２０１８年９月

２０１８年９月

共販コーナーも

「北海道焼きチーズ」
地域銘菓へ

日（月）

ナルスイーツも取りそろえ

の顔としての銘菓に育てよ

た洋菓子、厳選素材にこだ

うと北海道お菓子フェア

きチーズの専売催事を予

広場（アカプラ）において

の間に位置しており、にぎ

（２０１６年６月

は こ だ て 柳 屋（ 函 館 ）、 新

開催されるオータムスイー

わいの創出と憩いの場とし

月３日）で発売が開始され

頭などのように、その土地

て新たに整備されており札

ました。その後、北海道焼

ある北海道庁赤れんが庁舎

幌スイーツがその象徴とし

日～７

て一翼を担うイベントとな

日（金）

定。さらに、 月

日（日）に東京池袋に
て開催される『北海道まる

～

倉屋（小樽）、すがの商店（網
走 ）、 パ テ ィ ス リ ー ウ エ ダ

きチーズ推進協議会（構成
団体：北海道菓子工業組合

・
（一社）北海道洋菓子協会） （広尾）、一久大福堂（旭川）

迎える北海道神宮献菓祭

理事・久木利弘

北海道菓子工業組合専務

売を予定しています。

ズの専売ブースを設けて販

in

北海道焼きチーズは、北
海道ならではのお菓子を生

（北海道神宮銘菓奉献会会
10

サンシャイン

ごとフェア

は、洋菓子きのとや（札幌）

長田中英雄氏）の翌日（

回を

をはじめ菓子の樹（札幌）、

月５日第

ほか、北海道菓子職人レベ

つ ぼ あ ん（ 札 幌 ）、 シ ョ コ

また、

全道各地から９社の焼きチ

を発足し事業を開始しまし

12

シティ』に北海道焼きチー

み出そうと札幌商工会議

10

ーズを販売します。

た。

ルアップ事業としてコンソ

今回の共販コーナーで

所、北海道菓子工業組合、

ーシアムを組み「北海道ス

月６日～７日）に北海道焼

60

24 14

実施致しました。

の角野久史氏にお越し頂き

決まっている内容を丁寧に

超える参加者があり、現状

解説頂き、問題点も指摘し
て頂きました。
今回の講習での主なポイ

乳成分とする。
栄養成分表示５項目の義

小麦粉等は（国内製造）と
表記すればよい。
最後にＨＡＣＣＰについ
ては、従来基準Ｂと言われ

％の誤差は認め
られる、ただしその場合こ

ていたＨＡＣＣＰの考え方

務化、±

の表示値は目安です。と表

製造所の表記、製造者は

中であるが、これについて

引きを業界団体ごとに策定

を取り入れた衛生管理の手

会社住所で工場が違う場所

は、今回の制度化において

記すること。

であれば、同じ会社であっ

の認証の取得は不要である

ントを纏めると、まず原材

ても製造所として工場住所

スラッシュをいれる。
詰め合わせ商品の表示

を併記する必要がある。

と、事前に国に確認したと

は、外装にすべての商品の

アレルギー表示は見やす

造者が違う商品を箱詰め袋

者、製造者を併記する。製

ー製品販売㈱とイシダアイ

助会員である京都中央サト

講習会終了後、組合の賛

の説明がありました。

いため一括表示が多い、そ

詰めする場合は、販売者で

ならない。

の場合原材料に書いてあっ

自社製造と他社製造を詰

も印刷できるラベルプリン

長・横山長尚

京都府菓子工業組合理事

タ等の説明がありました。

原料原産地表示、砂糖や

び加工者と記入する。

め合わせる場合、製造者及

テス㈱２社より、成分表示

はなく加工者とする。
品目

とすること、乳については

表記は一部に○○を含む

かは表記した方がよい。

特定原材料７品目か

てもすべて表記すること、

製造者が違う場合、販売

表示を個別に付けなければ

料と添加物の表記の間には

20

食品表示 とＨＡＣＣＰ の講習会 を開催

完全実施まであと１年半
に迫ってきており、大手の
流通関係は１年前までに実

名を超える参加者

とＨＡＣＣＰに関する講習

施という事で、今回

名を

会を㈱角野品質管理研究所

角野久史氏

70

京都府菓子工業組合では
昨年に引き続き、食品表示

食品表示とＨＡＣＣＰに関する講習会

27

70

北海道焼きチーズを集めた共販コーナー
（昨年の様子）

っている。

わった和菓子、９社の北海

11

ラティエマサール（札幌）、

（一社）北海道洋菓子協会

14

24

18

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

オータムスイーツガーデンさっぽろ
（昨年の様子）

ツガーデンさっぽろは「さ

27

イ ー ツ コ ン テ ス ト 」（ 平 成

10

北海道
11
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山陽小野田市を仲介役に、

この日の契約調印式には

一致し、２００３年から行

取引を望む生産者の思いが

もち米の契約栽培は大き

交換をして終了しました。

対策等を尋ね、その他情報

は高温障害や台風襲来時の

況の説明を受け、組合から

その後、現地にて生育状

調印式を締めくくりました。

組合としても心苦しいので

していただくことになり、

合員には余裕を持って注文

を中心にした規約です。組

「入金確認後」とすること

っていた部分を徹底して

ら、見切りで注文発送を行

がそれましたが、組合員に

もち米の契約調印から話

した。

解いただき、スタートしま

用する組合員に説明しご理

状況が円滑に進むことを利

ること、何より組合の財務

の契約栽培など共同仕入購

努めて参ります。他県組合

健全で安定した組合運営に

知恵を用いて解決し、より

さないよう課題はあらゆる

より安定した組合運営に向

生産者代表、ＪＡ関係者、

米の供給契約

約の継続に感謝しこれから

組合長は「長年にわたる契

が出席しました。福江農協

の事業停止があり、未収金

入って大口利用契約組合員

な収益事業ですが、今年に
ることと安全な県内産であ

すが市場価格より安価であ

先に、負の財産を組合に残

負担を掛けないことを最優

われています。

口県菓子工業組合は山口宇

山口県菓子工業組合関係者

を締結しまし

はなかったものの契約数量

けて、もち米事業規約を作成

このほど山口県山陽小野

宇部）ともち

部農業協同組合（ＪＡ山口

た。毎年７月
も関係者が一丸となって良

です。

山口県菓子工業組合専務
理事・恒松恵子

を作った生徒は菓名を「は

いという組合

米を確保した

口県産のもち

員に安全な山

た価格で組合

印式は安定し

なった契約調

とお礼を述べ、生産者の紹

るのが我々の使命である」

であり、良い菓子に加工す

ることは組合の大きな財産

ついて安定した供給先があ

原料の中で重要なもち米に

小熊坂理事長は「菓子屋の

と挨拶されました。当組合、

質なもち米を提供したい」

の信頼と早期到着の配慮か

イムロスに対して組合員へ

発送」が大原則ですが、タ

本来「入金確認後の注文・

約」を新たに設けました。

米に関する「もち米事業規

利用者の総会を開き、もち

会の指導の下、急遽もち米

問題点や課題を整理し中央

ました。それをふまえて、

の買い取り先探しに難航し

立室町小学校のコラボで誕

町社会福祉協議会と京都市

もクッキング」は京都市室

子を育ててきた「室町子ど

京都で

年、料理ができる

感を育てる」をモットーに

「和の食材が子どもの五

玉羹」を今回の製作菓子と

た。涼しげな夏のお菓子「錦

業組合青年部に依頼を頂い

いう題で私達、京都菓子工

子職人に学ぶ＆お茶会」と

今回は特別会として「和菓

ようにできなかった」。

し い 」「 羊 羹 の 配 置 が 思 う

玉液を流すタイミングが難

験した子ども達の感想「錦

お抹茶と一緒に頂いた。体

錦玉羹を自分たちで点てた

なまつり」に、金魚を中心

の思惑ともち

介とＪＡ担当者の経過報

金魚」など個性光る、涼し

げなお菓子が出来上がっ

た。その後和室に移動し、

の空間の中、船

まいそうな至福

悪い錯覚してし

企業の経営者が

チ。もはや中小

のお子様ラン

ど盛りだくさん

のハンバーグな

と子供達と長男の彼女を連

ようです。斯く言う私も妻

湾岸のお祭りなどに行った

上がっていたので各家庭は

かし子供達のテンションが

集合写真を撮り、解散。し

たさなか竹芝桟橋へ帰港。

ボルテージは最高潮に達し

めてさらに興奮と参加者の

土産で貰った食玩で遊び始

どりの花を浮かべた錦玉羹

を配置していった。色とり

型抜きした羊羹やぬれ納豆

でぬき、糸寒天を煮溶かし、

もみじ、金魚などの抜き型

の羊羹をなでしこ、星、青

黄緑、オレンジ朱色の５色

上での当日。ピンク、黄、

ンを描き、菓名まで考えた

子ども達は事前にデザイ

えていきたい。

て頂き、和菓子の魅力を伝

菓子の出来上がる過程を見

練り切り以外にも様々な和

時間との勝負だが、慣れた

た錦玉羹。菓子教室は毎度

だが、初めての試みであっ

回目の

は竹芝桟橋を出

れ汐留の日テレ祭りに行き

の

生した料理教室。

に浮かべた生徒は「自然の

米の消費と価

告、市からのお礼の言葉で

菓子教室を開催

格が低迷する

で

中、安定的な

「室町子どもクッキング」

京菓工組青年部

•••••••••••••••••••••••••••••

の恒例行事と

買事業の参考になれば幸い

田市南高泊農業会館にて山

契約調印式

数回行う菓子教室

りました。昼前、竹芝桟橋

港しレインボー

毎年

に会員企業十社と奥様、子

ブリッジをくぐ

した。

東京菓業青年会八月例会

供達、中には後継ぎの彼女

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

サマーレクリエーション

まで連れてくる会員も合わ

ました。これまでのサマレ

サマーレクリエーション

が、八月十八日に行われま

りお台場沖を通

製菓㈱社長）率いる山口班

中、山口隆士副会長（名月

今年のサマレクは晴天の

しみにしている行事です。

しい例会で会員や家族も楽

っている家族を含めての楽

けは普段会員を支えて下さ

会例会も八月のサマレクだ

しい議論を繰り広げる青年

京菓業青年会第二十八代会

長）による司会進行で、東

田中佑樹氏（㈱篠原製菓社

れ、正午に出航。まずは、

という贅沢な空間に案内さ

きな船内の１層を貸し切る

アン」に乗船。３層ある大

いよクルーズ船「ヴァンテ

お土産として分けて、いよ

菓子・食玩、おもちゃ）を

各社持ち寄りの製品（お

ス、子供達にはイベリコ豚

チは、フランス料理のコー

れた後、待ちに待ったラン

ットに富んだ会長挨拶がさ

クイ社長）を紹介されウィ

メも見えて子供が興奮、お

様で東京湾では珍しいカモ

沖に出たタイミングだった

に料理を食べ甲板へ、丁度

大人も子供もあっという間

間のクルーズ。

桟橋に戻る二時

頭沖を通り竹芝

大井コンテナ埠

羽田空港沖から

リッジ沖を周り

り東京ゲートブ

田剛

・東京菓業青年会顧問・生

東京都菓子工業組合理事

活力を得ました。

気を引き締めて活動出来る

県福岡県への研修旅行など

ＣＰの勉強会、十月は熊本

また、九月例会はＨＡＣ

楽しく癒される例会でした。

て東京を見直す事が出来る

ったのですが、今回は改め

クは東京を離れる事が多か

「東京を再発見、
夏の波と
家族に癒される東京湾クルーズ」

サマーレクリエーション

東京菓業青年会八月例会

した。通常は月に一度の勉
せて三十七名が集合。

が担当で東京湾クルーズ船

長、西尾隆一郎会長（㈱フ

部広報・武中俊樹

京都府菓子工業組合青年

強会などで仲良くも時に激

による東京湾周遊でランチ

上 新 粉
も ち 粉
米
粉
玄 米 粉
き な 粉
ご
ま

冷凍白玉もち

各種製菓材料取り揃えております。

FAX.0283-23-5401

TEL.0283-23-7331

栃木県佐野市村上町903

77

TEL.06-6307-7331

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島7-7-2

TEL.03-3851-7331

東京都千代田区岩本町1-8-16

東京営業所

10

14

という企画で楽しむ事にな

室町子どもクッキング

本社工場

http://www.namisato.co.jp
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準優勝作品・生徒による説明
岩手県立
久慈東高等学校

「琥珀浪漫～太古
の時を越えて～」
琥珀をイメージした和菓
子を作成した。岩手県久慈

念にすりつぶし調理したも

も灰汁を取り除いた後、丹

昧公は、財政難で

いう節目の年。不

昧公没後二百年と

また、今年は不

樹液が固まった様子を表現

の。手間がかかるので、作

不昧の苔玉

した。周りを包み込むカス

あった松江藩を茶

時間以上火にかけ、何度

テラは、久慈市で作られる
る人が少なくなり、継承し

使用、クルミや豆、金箔で

ホウレンソウパウダーと、

の湯で立て直し、

お茶でもてなした。

様々な人を招いて

昨年は、宍道高

ていけるよう世代をつなぐ

海と山に囲まれた自慢の

校生が利用してい

絆の想いを込めた。

ふる里が、豊かに発展して

しっとりもっちりした食感

いける願いを込めた作品名

を出すためにもち姫粉を使

の間には、しだみ餡を使用

るＪＲ宍道駅に

用した。琥珀羹とカステラ

した。
にした。

しだみ餡は、ドングリを

は、豪華列車・瑞

温かく、つながる事の大切

で、住んでいる人がとても

り。宍道の町は自然が豊か

作品のテーマはつなが

く、食感と香りを楽しめる

用しても見た目だけでな

るように感じる。

私たちの想いが重なってい

を愛した不昧公の想いと、

の節目の年に松江

り組んでいる。こ

もてなし事業に取

挙げて活性化やお

風が停車すること

さや楽しさを感じる。作品

ようにし、地元産のそばの

や松江のイメージにも合う

作品名の由来は授業で作

のポイントは、小さなお菓

実と出西生姜を使用した。

になり、今、町を

った苔玉と、大名茶人・松

子２個を１組にしてつなが

と感じた。

れる。昆虫や樹皮、花が入

平不昧公のわびのイメージ

りを表し、同じこし餡を使

市で産出され、装飾品など

り込んだものは希少価値が

をつなげた。苔玉の趣のあ

島根県立
宍道高等学校

高い。

る雰囲気が気に入り、宍道

内最大の産地としても知ら

「不昧の苔玉」

これにちなみ、琥珀羹を

で最も古い年代もので、国

ベースにて地域の特産物を

に加工される琥珀は、世界

10

い！その闘いが出来るフィ

てワクワクすることはな

ど見る人（お客様）にとっ

パフォーマンスで闘う事ほ

をした。ライバルが最高の

に聞いてもそれは同じであ

はしなかった。同業の方々

の物語が無い福岡での定着

た。が、知名度と成り立ち

月』に出会い持ち帰り作っ

福岡にはない食文化『水無

環境があった事は事実であ

が、そこには切羽詰まった

まりが凄いと伝えてくれた

ディアは挙って業界のまと

多水無月』が完成した。メ

ジを膨らませ個性ある『博

てた。そこに各々がイメー

ても人生は限りがある。

ない事に全力で向かい続け

ある。今やらなくてはなら

れる手法は確かに大変では

番でありながら、話題を入

スポット販売などなど。定

える販売方針、新規の人の

「永遠に生きる様に学べ。

葉である。

博多水無月と歩んだ二十年

ない事も多々ある。二十年

ールド作りが必要ではない

った。縁あって一九九九年

・松本弘樹

・福岡市和菓子組合理事長

福岡県菓子工業組合理事

生き続ける。

博多水無月はこれからも

きろ」

今日死んでもいい様に生

和菓子の歴史は古く、老
前不況風吹き荒れ、世代交

かと。京都での修行時代、

百年後のスタンダード目指して

舗と呼ばれ数百年続く銘店
代が叫ばれる中、混沌とし

がインドの父ガンジーの言

それを奮い立たせる言葉

た淀みから抜け出せない福

る。

も数多ある。されど個人の

行う「博多水無月共同催事」

しかし私達の最終目標は

は福博のデパートで三回開

合に入会した折提

十数回の会議で

催しているが、二十回目の

百年後のスタンダード。知

決めた事は①期間

今年、売り上げレコードを

的所有権（商標登録）の獲

限定にする事。②

二会場で叩き出した。二十

案 を し た。「 こ の

統一の旗を掲げる

回目にしても記録更新を続

地で百年後の当た

こと。③原材料は

ける理由ははっきりしてい

得や誕生餅の販促用冊子の

「蕨粉と小豆を主

る。 季 節 感 化（ 風 物 詩 ）、

り前の季節菓子を

原料に笹で巻く」

新作によるニュースソー

出版物発行なども手がけ、

というシンプルな

ス、作り手の思いを直接伝

今、 始 め ま せ ん

ものにして店主の

業界浮上に邁進した。毎年

創作意欲をかき立

か！」

に福岡市和菓子組

人生には限りがあり又時代
岡の菓子業界に一つの提案

デパートでの催事

背景も重なり思う様にいか

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

琥珀浪漫～太古の時を越えて～
博多水無月

岡
福

平成30年９月15日 （６）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第954号

流と言われ、その名を全国

流四万十川は日本最後の清

高知県西部に位置する清

後昭和

おしえてくれました。その

である２代目大石忠生氏が

たのが始まり、と現在社長

年に同じ一条通り

に知られております。その

～御菓子 処 お お い し ～

和菓子一筋に…

知
高
川が流れるめぐまれた地、
代目として店を継いだ昭和

の 現 在 地 に 移 転。「 私 が ２

年 頃 に、
＂和菓子一筋＂

そちらの中心商店街で永年

親しまれています。今回は、

「土佐の小京都」と呼ばれ

碁盤の目のような街並みで

たと言われ、街の中心部は

合いにより四季の美しさを

菓子であり、上品な形や色

して欠かすことができない

子は、古来神事等の神撰と

し＂と改名しました。和菓

に社名を＂御菓子処おおい

の思いから店舗を改築し更

（黒潮町）で収穫した薪釜

こだわりがあって地元近隣

ます。特に、進物用菓子は

に仕上げるよう心がけてい

にする意気込みが感じ取れ

ただきました。地元を大切

子への熱い思いを語ってい

かし作っています」と和菓

しながら手造りの良さを活

中種を厳選し、原料を吟味

に大型量販店ができて客足

最近、四万十市は東・西

す。

お店を盛り立てておられま

すけ）氏も頑張って一緒に

３代目となる周右（しゅう

を合わせ、月に一回「スイ

若手同業者の仲間たちと力

の起爆剤にならないか？と

目周右氏は、今のこの現状

なってきております。３代

の流れが芳しくない状態と

たいと考えております。

ーツの日」を取材し掲載し

業新聞に四万十市の「スイ

今度、あらためて菓子工

店舗外観

商いをされている＂御菓子

表現でき、風情を楽しみな

糖というお砂糖、塩は天日

ーツの日」を設け地域活性

店内の様子

処おおいし＂さんを訪問し

がらお茶の香りと共に世俗

塩 等 を 使 用 し＂ 黒 羊 羹 ＂

が量販店に流れてしまい、

御菓子処おおいし

お話を聞かせていただきま

を忘れさせてくれるものだ

たことでした。

飛騨の美味しいコメ

阜
平成

年８月

日晴天の

は今後の生産量の見通し、

交換会が行われ使用者から

使用者と生産者の間で意見

様）がありました。その後

の説明（中山間農業研究所

市内中心部の商店街への人

貢献、それにより「たかや

り差別化を図り売上向上に

ブランド米を使うことによ

も検討していき、組合員も

れを機に生産者との交流会

会の評価も好評で今後もこ

化に努力しているとお聞き

ます。

進していきたいと考えてい

につながるよう少しずつ前

まもち米」のさらなる普及

たところ、１５

イデアを募集し

ナル和菓子のア

小学生にオリジ

す。松江市内の

てもらい、和菓子職人の技

お菓子に込めた思いを語っ

日には、考案した子供達に

の作品でした。イベント当

い色合い・モチーフ・発想

ーターなどの設備見学と説

す。不昧公はとりわけ茶の

公が没して二百年になりま

高い「松江藩主・松平不昧」

本年は大名茶人として名

大茶会のひとつ「松江城大

蔵した名品の展示、日本三

県立美術館では不昧公が愛

閣では夜景を楽しむ茶会、

寒天を葉にして

作品、抹茶味の

をイメージした

て晴れの日の虹

に金平糖を散し

た。透明な錦玉

で再現しまし

５社の和菓子店

５作品を選考し

正な審査の末、

ありました。厳

８通もの応募が

義なイベントでした。

顔を見ることができた有意

ました。沢山の子供達の笑

売、抹茶体験などで賑わい

の展示、和生菓子の実演販

れの来場があり、工芸菓子

ていました。多くの家族連

せながら嬉しそうに見つめ

ました。子供達は目を輝か

ナル和菓子をプレゼントし

術により再現されたオリジ

農業研究所様の
ご協力を得て組

訴 求 の 展 望、「 た か や ま も

かやまもち」勉

れた「たかやまもち」は品

です。そんな地域で生産さ

物の生産に適した気象条件

しいもち米をさらに幅広く

進することと、県産の美味

合員へより多くの利用を促

要な資金源となっており組

ひだ様のカントリーエレベ

その後、会場を出てＪＡ

見が出された。

用途が増えるなど様々な意

ち米」を餅粉にすれば使用

強会を開催しま

質、餅食味が良い。色白く、

合員向けに「た

した。

岐阜県菓子工業組合理事

明を受け、中山間農業研究

•••••••••••••••••••

老舗和菓子屋７社が不昧公

和菓子コンテスト

練切の花をのせ

オリジ
ナ ル

茶会」も開催されます。

小学生

フマイコウ菓子まつり

不昧公二百年祭

長・沢田誠

普及するという目的で開催

所に移動し研究用の圃場に

めての試みでＪＡひだ様、

いたしました。当日は現在

全農岐阜様、岐阜県中山間

きめ細かく、なめらかな食

使用している方や今後使用

「たかやまもち」 開勉強催会

岐
下、岐阜県菓子工業組合初

飛騨地域は、

感で程よい腰の良さと加工

かやまもち」のブランド力

内陸性気候で、

がしやすいのが特徴であり

夏季冷涼で１日

湯に造詣が深く、江戸時代

島佐枝子

島根県菓子工業組合・高

売される予定です。

て様々な米の違いを見学し

箔で星を、金団でお花畑を、

を考えている方、若手経営

七色の花をイメージした練

ます。岐阜県のオリジナル

のイベントの主旨は「松江

切など、いずれも子供らし

の寒暖差が大き

が誇るお茶と和菓子の文化

二百年祭にちなんで創作し

中心となって企画したイベ

を次世代に伝える」ことで

た「 不 昧 菓（ 秋 冬 ）」 が 発

ント「フマイコウ菓子まつ

た作品、練切を

た。今秋、松江市では様々

り」が開催されました。こ

夜空に見立て金

なイベントが予定されてい

去る６月には、島根県内

農家の圃場を訪れ作業内容

ます。国宝・松江城の天守

の和菓子店の若手経営者が

を見学し解散となりまし

後期を代表する大名茶人と

ちの米作りについて（ＪＡ

た。組合員の方からの勉強

して大きな足跡を残しまし

ひ だ 様 ）、 た か や ま も ち の

最後に実際「たかやまもち

当組合事業として組合員

特徴・加工特性並びに評価

米」の刈り取りをしている

へもち米の斡旋を行ってい

まず、初めにたかやまも
水稲作や涼味の

ます。斡旋事業は組合の重

者多くの方が参加しました。

高冷地野菜など

もち品種として普及してい

の高品質な農作

ます。

平均気温が

根
島

いのが特徴で登

９月１日より松江市内の

度

カントリーエレベーター
などの設備見学

熱良好高品質な

11

29

室内風景

オリジナル和菓子コンテスト受賞作品

品質管理、ＪＡとして「た

局長・森下広和

高知県菓子工業組合事務

しました。

した。

と思います。また、風味を
＂白羊羹＂を作り販売して

年頃、先代（父で

ある大石弥太郎氏）が旧中
出せるよう手造りの良さを

昭和

村一条通りで菓子の製造販
おります。玄最中も地元最

跡取りにも恵まれ、次期

活かしながら自然の色合い

町時代ごろに街が形成され

四万十市（旧中村市）は室

25

売「大石菓子店」を開業し

63
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食品表示ラベルに、最適！
自由自在のラベルテンプレートで印刷可能

小型感熱ラベルプリンター
でき、無駄なくスピーディ

ブラザー販売㈱
ちろん黒／赤の２色の同時

プリンターとして注目され

おり、食品表示法への対応

和菓子や洋菓子店舗など各

すか、追加する必要がある。

ベルフォーマットを作り直

③欲しいラベルをパソコン

豊富なインターフェイス、

ベル編集ソフトの充実、②

主な特長として①無償ラ

刷可能、⑦用紙の取り換え

⑥黒／赤の２色を同時に印

ードやバーコードが充実、

の作成も容易、⑤二次元コ

も容易、がある。

個店毎で、コストを抑えな

食品表示法では栄養成分
無しでも印刷可能、④時計

てきている。

がら表示義務に対応するこ

１８年８月上旬現在の販売

Ｒコードなど５規格の２次

ラベル印字が可能。

商品開発のプロジェクトチ

年を迎えられ、昨年より新

名ですが、今年創業１１１

しぐれの「おとし文」が有

計機能が内蔵されており、

業効率化を実現できる。時

で人為的なミスの削減や作

も、このラベルプリンター

スタンプをしている現場

賞味期限をラベルへ直接

いながらにして参考価格わ

これだけの機能を持って

イズを自動的に認識できる。

ットを装着すると、用紙サ

で交換が可能。ラベルカセ

になっており、ワンタッチ

ラベル用紙はカセット式

ぞれの代で銘菓を作り上げ
てきたというストーリーも

７６㎜／秒。新開発の高速

感熱方式、印字速度最高１

主なスペックとしては、

店にお問い合わせください。

店における価格は、各販売

日付・時間を変更する必要

表示が義務化されており、

を標準搭

機能内蔵で賞味期限ラベル

ｅｔｏｏｔｈ
載。設置場所も広がり、お
客様の使用環境に合わせた
スマートな現場を実現でき

⑤二次元コード
やバーコードが
充実

価格（税込）です。各販売

とができる。

無償提供しているラベル
る。

はない。

その対応として、新たにラ

作成ソフトウェア『Ｐ―ｔ

①無償ラベル編
集ソフトの充実

しているラベル作成ソフト

ｏｕｃｈ Ｅｄｉｔｏｒ』

ラベルの作成は無償提供

可能となる。

ブラザー販売㈱の感熱ラ

意喚起や食品表示ラベルな

ーにラベルを作成する事が

ども作成できる。

印刷も可能※１となり、注

０ＮＷＢは、約１２５（Ｗ）

ベルプリンターＱＬ―８２

×２３４（Ｄ）×１４５（Ｈ）
ラベル作成にタックシー
ウ ェ ア『 Ｐ ― ｔ ｏ ｕ ｃ ｈ

㎜のコンパクトサイズの感

Ｅｄｉｔｏｒ』で自由自在

㎜（２・５

ベルプリンターを使う事

ラベル幅は

な

は、実践的なラベル作成の

㎜）、 印 字 ヘ ッ ド ３ ０ ０ ｄ

やＣＯＤＥ

にお好みのラベルテンプレ

ｐｉ、インターフェイスは

ＪＡＮ

で、必要な枚数だけ印刷が

元コード、カスタマバーコ

ＵＳＢ、ＵＳＢホスト、有

熱ラベルプリンターである。 ルを使用するユーザーもラ

インチ）対応、黒印字はも
ための充実した機能と使い

ード（郵便バーコード）を

線でラベル印刷が可能だ。

ームを作られたとのこと。

ラベルに自動で日付・時間

ずか３１、８６０円※２に

さながら、新橋の花柳界の

搭載。

㎜（最大印字幅

ｌｕｅｔｏｏｔｈ

を標準

線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ、Ｂ

用紙幅

印刷ユニットを搭載。最大

やすさを兼ねている。バー

設置場所に限りがあるお

３００ｄｐｉの高解像度で

規格のバーコード、Ｑ

ートを作成できる。予め用

店でもＷｉ―Ｆｉを利用

ど

意された豊富な業務用デザ
コードや表の作成、日時の

し、スマートフォンから無

③欲しいラベル
をパソコン無し
でも印刷可能

インもあり、より簡単に作

などの既存デ

自動入力機能などに加え、

ータベースとリンクしたラ

同製品はオフィス、店舗、 Ｅｘｃｅｌ

成することも可能。

医療現場、製造／物流現場

あらかじめラベル作成ソフ
ト「 Ｐ ― ｔ ｏ ｕ ｃ ｈ Ｅ ｄ

２色発色ができる専用の

⑥黒／赤の２色
を同時に印刷可
能（※１）

ベル発行も可能だ。

ｉｔｏｒ」で作成したラベ

プし、そのデータをスマー

ルデータをクラウドにアッ

インターフェイスはＵＳ

い。

②豊富なインタ
ーフェイス

など様々な業種でそれぞれ
の用途に合った内容で使用
されている。なかでも食品
業界において、食品表示の

感熱紙（ＤＫ―２２５１）

◎問合先

新ルールに基づく表示への

トフォンのアプリから選択

を使用することで、黒／赤

若い女性のリーダーの元

入りの賞味期限を正確に印

ど真ん中にお店があること

ソリュー

詳細は、 http://www.bro
ther.co.jp/product/label
printer/ql820nwb/index.
aspx参照していただきた
Ｂ、ＵＳＢホスト、有線Ｌ

を同時に印字が可能。ラベ

移行の猶予期間が２０２０

し、印刷も可能。本体の内

ＡＮ、無線ＬＡＮ、Ｂｌｕ

蔵メモリー容量は６ＭＢで

年３月末までと迫ってきて

ブラザー販売㈱

られています。

電話番号：０３―３２７４

で、今月より発売される新

字することができる。更に

て 購 入 可 能。（ ※ ２） 表 記

ます。

プレセール

ルを黒と赤の２色で作成す

事ができるという意味だそ

登録できる。

あるため、ラベルのテンプ

地だった、そこに計画的に

清月堂本店

銀座という街は出入りが

銀座

激しく、見る目も厳しいこ

る。注意喚起や食品表示ラ

―７６０７

お出入りもされていると聞

しい和菓子も楽しみです。

価格はブラザー販売が運営

８

東京都中央区京橋３―３―

住所：〒１０４―００３１

ベルなどの作成に便利だ。

きます。一代一菓を旨とし、

古くからの東京を代表する

本体に搭載されている時計

するＷＥＢサイトでの２０

④時計機能内蔵
で賞味期限ラベ
ルの作成も容易

二 代 目 が「 江 戸 好 み 」、 三

機能は自動更新されるた

現在もメイン商品は黄身

初代は鹿児島のご出身だ

代目が「おとし文」を作り、

老舗として、若い方にもも

め、ユーザーは作業の度に

現在も宮内庁のお菓子の

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
うです。そうして幕末の元

とから、そのような中で磨

「東京

勲山縣有朋公や西園寺公、

かれていって同店の今があ

ション推進部

街が出来てきた幕末の頃は

伊藤博文公などに大変ご贔

るのでしょう。

スＧ

…などなど、今の日本人が

屓にいただいたとのことで

ることで、ラベルにインパ

あまり知らない銀座の歴史

す。

クトを持たせることができ

東京といえば一番華やか

をよくご存知です。銀座の

レートも最大２５５件まで

な街が銀座になりますが、

地名が元は新両替町という

様」

年の創業以

来、親しまれている和菓子
名前であったことも、とて

その地で明治

清月堂本店

そうですが、大変苦労して

っと知っていただけたらと

の老舗が銀座

から、文人墨客にたくさん

きた歴史が「菓子業という

当代は「蓬の峰（よものみ

思います。

⑦用紙の取り換
えも容易

ご贔屓をいただいてきたの

ね ）」 と い う と て も 美 味 し

一子相伝を旨とし、それ

がご発展の歴史と伺ってい

のは一日三課稼げるものな

いヒット商品をお作りにな

菓子工業新聞送付先の郵
便番号・住所・宛名等が、
現在の表記と異なりました
ら、都道府県菓子工業組合
へお知らせください。

さんになります。

39

り」という家訓からも見て

も興味深い歴史ですね。

16

取れます。一日で３つの仕

59

13

R

当代の水原康晴社長は、

尾関 勇

R

R

銀座がもともと新しい埋立

【30】

62

宛名・住所のご確認を
お願いします。

小型感熱ラベルプリンター

62
40

平成30年９月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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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２０１８年４月
回デザート・スイーツ＆ベーカリ

13

その③

残念ながら、平成元年に会

一さんのブランドだった。

ピーセンという米菓も復

また「榮太樓と言えば、

社をたたまれたが「会社は

現在うちが一番多く製造し

あんみつ、みつ豆だよね」

なくなってもピーセンとい

活させた。もともとうちの

と言っていただくお客様は

うブランドだけではなくし

ている商品で、コンビニで

多い。缶詰に入ったあんみ

たくないので、榮太樓に任

お菓子ではなく、銀座江戸

つで、みつと餡が一緒にな

せた」ということで、お受

も扱っている。

周年にな

けした。３～４年前に、元

っている缶を開発して、今
年がちょうど

る。関東ご出身の方は

ずっと育てていただき、と

発も進めている。百貨店で

ー、コンビニ向けの商品開

したい、という気持ちがあ

お客様のいるところで商売

ほかよりも早かったのは、

つつある。ただ、私たちが

売を続けるのは難しくなり

それがデパ地下に広がり、

ーパーが増えている。昔は

今、百貨店以外に高級ス

ない。

や商品開発しなければいけ

ので、それに合わせた業態

ていく場所は変わっていく

の商品も開発している。＂し

なってくるので、流通向け

る。そういう対応も必要と

城石井で買い物をされてい

今はクイーンズ伊勢丹、成

かり行っていた人たちが、

ルートの商材として日本中

では、お菓子ではなく食品

るが、スーパーマーケット

を訴求する箱入りにしてい

い。これは今年から高級感

ご記憶にあるかもしれな

いうテレビコマーシャルも

とを目的に作られたブラン

ている場所で、商売するこ

いわゆる東京土産が売られ

や羽田空港、高速売店など、

スーパーではなく、東京駅

として発売した。百貨店や

目して、土産市場専用商品

祖東京土産だったことに着

もに会社も大きくなってき

ったこと。もともと屋台か

は｢
｣と

たが、バブル崩壊後は従来

ドだ。

ーい、えいたろうです

の主力商品であったお中元

で販売されている。

太樓、どこに行くんだ？」

というブランドもある。「榮

＂からだにえいたろう＂

生クリームのような油脂は

ーキに比べれば、バターや

あるといわれる。確かにケ

は洋菓子に比べて健康感が

フの羊羹や血糖値の上がり

を立ち上げた。糖質

％オ

いたろう＂というブランド

らないように＂からだにえ

い。そういう時が来ても困

な流れが来るかわからな

菓子・糖質・だめ」のよう

砂糖も結構使う。いつ「和

れていたが、この忙しい時

下に、お土産を買いに行か

る。以前、皆さんはデパ地

移行しているとの分析もあ

はその７割がネット通販に

ってしまったのか。一説に

である。７兆円はどこに行

た。昨年の統計では６兆円

兆円くらいと言われてい

中、メーカーはそれぞれに

ん変わり、多様化している

物が売れる場所がどんど

たい。

作りにチャレンジしていき

ト通販で買えるような体制

信したものを日本全国ネッ

ル店舗も必要だ。そこで発

ただ、同時に活気あるリア

で、突き詰めていきたい。

これも無化学肥料・無農薬

りた田んぼで作っている。

がら、５％は自分たちで借

その方たちの指導を受けな

の農家に作っていただき、

とは言っても、

％はプロ

を、社員総出で作っている。

マンゲツモチというもち米

江戸の餅に一番適している

農場があり、私達が考える

えない限り、商品は買って

し、作り手がいいものと思

て作った商品はひと味違う

い。自分たちが汗水たらし

物を作って売るだけではな

生まれる。単に仕入れて、

とをすると、商品に愛着が

のが一番早い。こうしたこ

したいなら自分たちで作る

江戸の餅や江戸の餡を表現

ＯＫＹＯに変わってきてい

は世界各国から人が来るＴ

ているわけでもないし、今

いるが、お客様は江戸を見

ちであることは大切にして

たちは江戸生まれ、江戸育

今はＴＯＫＹＯである。私

い。

年前、入社した時に、

もとあるものを見直した

次に温故知新だが、もと

いでいく。

し続けることが伝統をつな

も同じで、常にチャレンジ

違ったことをした。田植え

が、そこからヒントを得て

変わっていくかもしれない

界でうちだけである。形は

りを大切にしているのは世

るし、こんな原始的な飴作

飴の作り方に可能性を感じ

があるはずだ。私は梅ぼ志

程前、全体の売り上げが

と思われるかもしれない
使わない為カロリーは低め

方が緩やかになるどらやき

のデンプン質は糖質だし、

が、これも時代のニーズだ。
になる傾向があるが、小豆

からだにえいたろう

ょうがはちみつのど飴＂は、

あんみつ

や大福もある。お客様から

けばお菓子はいくらでも売

代、東京駅や羽田空港に行

榮太樓飴だけ作っていれば

ことは結構、苦しい。昔は

合わせたものを作っていく

ろう、というところから来

のもち米ってどんなものだ

だ。人が手で作る江戸時代

こうした本質に迫るような

じがするかもしれないが、

いただけない。遠回りな感

ろに止まっていると、この

ンジをしていく。ひととこ

る。それに合わせたチャレ

機械化されて、もっと効率

ろを見て感動した。もっと

梅ぼ志飴を作っているとこ

みた時、どんなことを思う

江戸時代の米作りに戻って

いきたい。田植えも同じで、

レンドが変化した時のため

いくため、またお菓子のト

をいつまでもフォローして

いた。長年の弊社のファン

とう」というお声をいただ

われた、榮太樓さんありが

べてよいとお医者様から言

この羊羹なら１日半分は食

食べられなかったけれど、

ット対応も徹底的に行って

いかなければならない。ネ

で、私たちはそれについて

消費行動が変わっているの

まう。時代の流れとともに

の中で買い物を済ませてし

自分の生活動線、行動動線

く、ネットで注文するか、

ざ百貨店に行くのではな

でいく。榮太樓飴の製法を

金鍔は次の世の中につない

菓子屋であるということ。

は、うちの会社はやはりお

ただ、忘れたくないこと

い。

か成長していくことは難し

をしていかないと、なかな

わせて商品、ブランド開発

よかったが、その市場に合

社長もよく使われており、

は、大先輩のとらやの黒川

伝統は革新の連続というの

とこの２つの言葉がある。

故 知 新 」。 振 り 返 っ て み る

「伝統は革新の連続」「温

伝統は革新の連続

ている。金鍔も江戸の味、

らしいし、そこに価値があ

年も続けていることが素晴

思う。例えば京都なら何百

特に東京という場所柄だと

年間挑戦をし続けている。

りに失敗を伴いながら２百

温故知新

試みもしていきたい。

り始めることもチャレンジ

・コンビニ対応の商品を作

ーカーがいきなりスーパー

ことも、百貨店で育ったメ

も、デパ地下を作ってきた

たのをもう１回やり直すの

レンジだったろう。全焼し

台から店を作ることもチャ

ちの２百年の歴史では、屋

街も置いていかれる。私た

があることに気付いていな

きてないから、そこに価値

いた。ずっとそれしかして

たちは、全員ぽかんとして

と話したら、働いている人

ってもいいくらいのもの」

ことだよ。無形文化財にな

の人たちに「これはすごい

ていたからだ。私は作業員

的に生産されていると思っ

とで、新しい価値を見出し

るものを少し変化させるこ

プしているが、もともとあ

はもちろんブラッシュアッ

市場に出してあげる。中身

整理して、もう一度新しい

わしいデザインテイストに

が、もう１度、現代にふさ

ーセンも元祖スナックだ

か、感じるかを考える。ピ

はまだそんなに多くないの

を積極的に行っている会社

に、和菓子屋でネット対応

県の成田の先、大栄に契約

では田植えも始めた。千葉

止めることはないし、最近

はわからないが、私たちな

革新と呼べるほどすごいか

本当にその通りだと思う。

でも、江戸が東京になり、

浅草もそうかもしれない。

るのかもしれない。鎌倉も

ですか」と言われるくらい、 していることには、ヒント

う＂も「榮太樓さん大丈夫

だ ろ う。
＂あめやえいたろ

新しくを知ること、昔から

い。しかし、古きを温めて

ている。

ていくことが出来ると考え

25

また、物が売れる主軸は、

年

る。百貨店のピークは

ネットに変化してきてい

ち上げた。

いきたいと考えている。逆

10

に、こうしたブランドを立

「大好きな和菓子を

っている。だから、わざわ

95

年間

10

50
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三越や高島屋のデパ地下ば

細田 将己 氏（株式会社榮太樓總本鋪・副社長）

一世を風靡した。物が売れ

江戸の菓子文化を次の世に

ら始まり、個人店になって、

しまった。百貨店だけで商

流通向けの商品も開発

先月号より続く。

子文化を次の世に」をテーマに講演を行いました。

社榮太樓總本鋪・副社長）を講師に迎え「江戸の菓

ー展を開催しました。同展では細田将己氏（株式会

グサイトで第

11

年くらい前からスーパ

50

15

やお歳暮の習慣が縮小して

30
一般的な認識として和菓子
からだにえいたろうの「スローカロリーどら焼き」
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日（金）に東京ビ

回デザート・スイーツ＆ベーカ

日（水）〜

日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会
２０１８年４月
ッグサイトで第
リー展を開催しました。同展では南口龍哉氏（リ
ライズコンサルティング株式会社）を講師に迎え
「２０１８年食品メーカーの経営者が知っておく
べき販路拡大・人材採用の事例大公開」をテーマ
に講演を行いました。

歳が７９０万人、

～

年枠と
年枠では、

歳の

歳が約１千万人存在す
～

歳までの

万人の差だ。

万

その②
勤務内容、給料のように求

ホームページに勤務地や

ストが変わってくる。せっ

を変えるだけでも、応募コ

く出すように自社の仕組み

ど従来のものも活用すべき

ーク、折り込み求人媒体な

ークやリクナビ、タウンワ

化させることだ。ハローワ

最後に、求人媒体を多様

ただきたい。

人材採用において是非実

人誌にでている基本項目し
かく「この人はいい」と思

だ。加えてＷＥＢ求人であ

良い人材には採用通知を早

践して欲しいことが大きく

っていても、結果をゆっく

と、求人へ応募する人の
％が「事前に自分が応募す

するが、ＰＢやＯＥＭに対

ろうとＰＢやＯＥＭを検討

自店のオリジナル商品を作

いて、他店と差別化すべく

の小売店や飲食店業界にお

る。いずれも、飲食店か６

り、高い確率で成約してい

数件の問い合わせが来てお

作るだけで、平均して月に

シンプルなホームページを

営業マンを１人も入れず、

社長がメインで動き回り、

がある。

③専任者がいない

３、売れない食品ネットショップが
見落としていること
談を受けるが、売上に悩む

いしている

②通販を自動販売機と勘違

ていない

ネットショップには共通点

年間１００社くらいの相

だろうか。

４つある。
かない会社と企業の理念や

りしていては、他社から内

因である。

何より今こそして欲しい
想い、求める人物像や先輩

ので費用対効果を検証しな

社員の言葉、キャリアプラ

がら枠を広げていく。今ま

のは、ＷＥＢ求人を強化す

３つ目は「面接時に名刺

での媒体だけで人が来ない

ること。ホームページでの

を渡す」こと。一昔前なら

と嘆いているのであれば、

る。インターネットで求人

「雇ってあげる」という意

定の通知が来て、そちらに

２つ目が早いレスポンス

識があったと思うが、今は

ＷＥＢ系の媒体に挑戦し、

ンが表記されている会社

である。レスポンスとして

売り手市場であり、会社は

人手不足の昨今「本当に

人材不足を解消していく。

求人は早くした方が良い。

に増えている。今どき会社

挙げるのは「書類選考結果

「自社を選んで」という立

人手不足だろうか」という

する媒体は、たくさんある

のホームページが無いと胡

通知の早さ」と「内定結果

場である。自社を少しでも

疑いを持ちながら、採用活

行ってしまう。

散臭いと思われるが、数年

通知の早さ」だ。書類選考

よく思ってもらえるように

動においては「採用専用の

と、どちらが安心して面接

もすれば採用専用のホーム

の結果通知は、２日以内に

面接官、特に社長が面接し

が受けられるだろうか。

ページが無い会社は、求職

すること。書類選考結果通

た人に名刺を渡す。それだ

ホームページを充実化」「早

今、採用専用のホームペー

者にとって胡散臭い印象を

知を２日以内に行った場合

い レ ス ポ ン ス 」「 名 刺 を 渡

ジを立ち上げる会社が非常

与える時代が来る。

と、それ以降に行った場合

けでも受ける人は「自分の

す」「媒体を多様化させる」

とあるアンケートによる

で比較すると、面接に来る

ことを見てくれている」と

る。皆さんのホームページ

応している多くのメーカー

次産業を目指す農家であ

④施策がやり切れていない
⑤通販が「後投資型事業」
であることを理解していな

％というデータがある。

った会社に入社する人は、

る。一番初めに内定をもら

採用内定をすぐ出す、であ

からないので、実践してい

も変わる。これはお金がか

がるため、その後の入社率

だきたい。

の４点を是非実践していた

確率が

いうイメージアップにつな

を求職者が見たとき「ここ

が今の人手不足だ。東京五

はロットが大きくリスクが

る。例えばいちご農園から

通販で失敗する企業に共通
項目
10

①通販事業の基本を理解し

90

％変わる。続いて

る会社のホームページを見

輪等の景気依存の影響もあ

で働いてみたい」と思える

ている」というデータがあ

るが、それ以上に人口構造

歳が７５０万人、

不足はさらに続くというの
的な人手不足が根源的な原

～

０万人で、退職世代となる

トショップや、試作依頼も

こそ小ロットＯＥＭという

入っている。小さな牧場な

形で、ネットで拡販し、取

出すオリジナルデザートを

リスクが高く、在庫スペー

引先を増やしている。小ロ

作りたい」という問い合わ

２、ネット活用で販路拡大

スも無いため、単価はそこ

ので「１週間後に１万個」

なロット数を調べると、最

そこ高くても、小ロットと

せをいただいている。いき

小さなメーカーこそ実践

販」である。
低ロット２、３千程度が下
限だった。一方Ｃ社はカッ

ま ず は「 小 ロ ッ ト Ｏ Ｅ
Ｍ 」。 今、 こ の 小 ロ ッ ト Ｏ
プ

高いため、多少価格が高く

「うちの小売店で売るジェ

する

個から受託している。

ＥＭ市場が活況だ。成熟期

ても小ロットを望むのだ。

ラートを作ってほしい」や、

て欲しい。

コンサルティング先であ

飲食店から「食事の最後に

また食品を販売するネッ

る宮城県にある家族経営規

小さいメーカーこそ実現し

ットＯＥＭのＷＥＢ卸は、

してジェラートとヨーグル

60

模の牧場Ｃ社は、乳製品と

ているのだ。

いうマーケットが成り立っ

と大量低単価の依頼には対

南口 龍哉 氏（リライズコンサルティング株式会社）
応できない、小規模だから

販路拡大・人材採用の事例 大公開

なり一個人の店が、２千個

2018年 食品メーカーの経営者が知っておくべき
のジェラートを作ることは

んどん退職していくと人手

いくので、団塊の世代がど

人ずつ人が足りなくなって

学年約

７００万人の差がある。１

～

る。

～

１、人手不足から脱却するために、
実践してほしいこと
先月号より続く。

今こそ
「ＷＥＢ求
人」
を強化せよ！
私は、今の人手不足は当
分続くと思っている。平成
年６月１日現在、総務省
歳が

歳は６

～

～

の統計によると
６６０万人、

65

トを製造卸、小売している。

歳は６３
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ジェラートＯＥＭの一般的

～
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「ＷＥＢ卸」と「ネット通

２０万人、

15
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30

ップが非常に多い。

ない

⑦リピート作りが出来てい

⑥新規顧客が集まらない

い

方、見せ方のノウハウがあ

い。売るための戦略や売り

ットショップ業態は甘くな

動販売機で売れるほど、ネ

ョップ」と言っている。自

上は上がる。

店長」を決めるだけで、売

まずは「ネットショップの

ない、ということが多い。

されず、売上が上がってい

業自体は１１０％で拡大し

平均点を取っていれば、事

長市場である。したがって

拡大する国内でも珍しい成

均で市場が１１０％前後で

ＥＣ市場は、ここ数年平

⑧計画が「数字」に落とし

ネスと言える。名簿を獲得

通販は基本的に名簿ビジ

ックに関するノウハウ情報

トショップにおけるテクニ

と思われる。巷には、ネッ

に何かしらが不足している

ていくはずだ。しかし自社

を付けていないという場合

して、メルマガなどでリピ

は多い。しかし、ネットシ

続いて多いのは「ネット
るのだ。

が多い。ネットショップは

ート売上を積み上げ、利益

ョップは「店舗」だ。あな

のネットショップ事業が伸

「お店」であることを忘れ

を積み上げていくのがネッ

たの商品やサービスを知ら

び悩んでいるとすれば、あ

今回は、この中でも最も

てはいけない。店長がいな

ト通販事業である。一般的

ないユーザーにとって、お

ショップ事業が後投資型事

多い上位３つについて解説

い店舗があるだろうか。基

に店舗への投資額より、名

店としては不十分なことは

業であることを理解してい

する。まず、何より一番多

本的にメインの事業とネッ

簿獲得への投資が大きい

無いか、を念頭にもう一度

次に多いのが、専任者が

いのが、ネットショップを

トショップは繁忙期が同じ

が、その名簿を獲得するコ

自社のネットショップ事業

いないこと。ネットショッ

自動販売機と勘違いしてい

である。しかし売上に悩む

ストへ投資ができていな

を見直して欲しい。

⑨構造上、収益を生まない

る経営者が非常に多い、と

ネットショップの多くは、

い、もしくは投資の仕方を

⑩経営者との距離が大き

いうことである。ネットシ

店長不在で、売上アップに

間違えている、というショ

なたのショップでは決定的

ョップと言いながらも商品

絶好な機会である繁忙期に

ない」である。

と価格とカートが並んでい

対してもやるべきことがな

プの売上が低いため専任者

るだけのサイトを、私は「自

い

動販売機のようなネットシ

く、情報共有が出来ていな

込まれていない

50
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リー

日（水）〜

日（金）に東京ビッ

カルチェ・ラタン）を講師に迎え「魅力ある

パティスリーにするために」をテーマに講演を行い
ました。聞き手は山根証氏（㈱ツジキカイ代表取締
役社長）が務めました。

年前は主流だったけ

子 の ラ イ ン ナ ッ プ で す。
、

れど、今は少なくなってき
たバタークリームのお菓子
もおいしいと思います。そ
ういうものも残していきた
いし、新しい材料といろい
ろなテクニックで作ってい
るお菓子もあります。ライ

とです。ほかにはない技術

としてしっかりしていくこ

で目指したいのは、専門店

している状況です。その中

いろいろな種類のお菓子を

題もありますが、なるべく

規模や、生産する場所の問

いいと思っています。店の

る楽しさがたくさんあって

客様が来店された時、選べ

ンナップの多いことは、お

と商品のラインナップを、

その②
モフラージュするように、

たい性格なので、それをカ

私は体も大きいし、前に出

れた点はどこですか。

山根

と思います。

場所をトータルで出したい

きたので、それを提案する

専門店としてそういう仕事

立つ香りが全然違います。

と、実を砕いたものでは、

椒もパウダーになったもの

この製法にする。例えば胡

一番おいしくするためには

り、味をおいしくしたい。

商品を食べた時、お客様に

けではありません。ただ、

ろでお客様が厨房を見るわ

みました。取り入れたとこ

ーブンが必要だと思い、悩

のだとしたら、こういうオ

最終的に味を一番伝えたい

石窯は蓄熱が高く、じりじ

は、光熱費ゼロタタンです。

冨田

菓子をおいしくする石の熱

果はたくさんあります。お

で、味の深いものができま

の中に水分が全部戻るの

さを教えていただけますか。 まってくるんです。リンゴ

というものがあります。良

す。

す。それがあふれずに煮詰

に炒めて水分を飛ばしま

んあふれてくるので、最初

い要素があり、最初は冨田

山根

ろうという話ですが、お菓

た。では、専門店って何だ

出したい気持ちがありまし

い部分でした。今回、リニ

も、そこが一番打ち出した

リニューアルをした時

いことを目指します。

を入れ、最終的にはおいし

ない。それをおいしくする

おいしくなかったら意味が

ンをしても、食べたものが

どんなにいいプロモーショ

れだけ装飾したとしても、

は一番納得してほしい。ど

に入れておけば、朝にはで

れ、電源を切ったオーブン

て砂糖とキャラメルを入

す。帰る前にリンゴをむい

く、じんわりと熱が入りま

りしたヒーター熱ではな

に仕事をすることがどうい

だと思います。ここで一緒

たい」と考えてもらうこと

は「この店でお菓子を作り

く聞きますが、大事なこと

また、人手不足の話をよ

リニューアルするこ

厨房で今回、力を入

店は少しかわいらしく、テ

冨田

さんのイメージとはちょっ

子はゴールがないと思う

ューアルオープンに向けて

うちのタルトタタン

ーマカラーもピンク紫っぽ

とで、専門店の部分を打ち

と違うかなと思いました

し、どこまで突き詰めれば

ある意味かわいらし

い色にしています。

が、おしゃれな店だと思い

いいのかという話もありま

山根

い、突き詰めることが専門

通の店ではできないくら

分のスキルを上げます。普

お菓子は特別なもの

ます。
冨田

夜中に材料を入れておくだ

店のお菓子作りだと思いま

うことなのかを、どれだけ

けで味が違いますか。

す。

きています。これは蓄熱性

キカイの社長になった時

冨田

は自分が動くべきです。仕

ために、材料や機械の選定、

に、究極の石窯を造る会社

熱を入れると果汁がどんど

事は死ぬまで続けるでしょ

ツジ・キカイのオーブンも

があるなら、店をグレード

にしようと思いました。石

るかが大事です。それが伝

す。また、半製品や完成品

で、生活になくてはならな

アップさせたほうがいい、

窯と聞くとパンやピザが浮

わっていけばいいですね。

う。それなら、楽しめる環

スタッフに理解してもらう

お客様にはもう少し売り場

かぶと思いますが、石の効

コミュニケーション

境を作っていくことが大事

かです。新しい機械を導入

提案したい。同時に働く人

ただ、材料のベースの部

を派手にしたほうがいいの

ます。

山根

です。自分が楽しまない時

です。夜に高い温度で切る

たちにも、いろいろな種類

分から、手作業で作ってい

かなと思いました。しかし、

山根

を取るために、意識的にし

と、朝来てもまだ維持して

いく場がパティスリーです。

のお菓子を作ってほしいで

きたい。味は少し落ちるけ

いますが、もっと世界にア

か。

ていることはありますか。

には、つまらない作品が出

人のレベルアップに力を入

もあるし、材料もたくさん

その思いはご自身の

ることで自分が高揚できる

れど保存性がいいというよ

ピールできるお菓子を作っ

冨田

よく話をします。い

るだろうし、それを食べた

れなければいけないと考え

あります。労働時間も含め、

山根

す。

空間を作りたいと思いまし

いです。

ていきたい。そのために大

に届くところにおり、お互

冨田

人は誰も感動しません。

導入しました。私は職人で

いものではないと思いま

店にどう現れていますか。

山根

女性が圧倒的に多いです。

た。お菓子の勉強を続けて

山根

事なのはチームです。うち

いことはいいと言うし、悪

あると同時に経営者でもあ

す。お客様がお菓子を買う

何ですか。

冨田

層を意識して作ることはあ

女性をターゲットとしてい

も使ったことがありません

買う必要がなく、パティで

には若いスタッフから、経

い言い合える菓子屋にした

いことは悪いと指導をしま

したら可能性を探るし、そ

るので、リニューアルのコ

冨田 「魅力あるパティス

と思うところは、私１人だ

りますか。

るわけではないのですが、

でしたが、使ってみたら、

全部できてしまいますね。

いと思っています。私１人

ツジ・キカイのスチ

まず、プリンに最適

そんなには考えてい

非日常というか、そこにい

熱いまま冷やせます

従来のフリーザーは

私が

年前、ツジ・

は、技術と知識です。どれ

に仕上げる時に必要なこと

頭に描いているものを形

ってほしい。それをみんな

アがあったら、どんどん言

％ありません。いいアイデ

な」のようなことは１００

社して１カ月のやつが言う

あるなら、その人が一番動

を動かしたいという熱意が

は、何かをやりたい、何か

私が大事だと思うこと

んでいます。

ボウリングや卓球して楽し

し、食事に行き、みんなで

なイベントに呼ばれ、お話

たら、こういう東京の大き

モチベーション高くしてい

冨田

商品がありますので、どう

らしいですし、魂が入った

・ラタンは建物も店も素晴

リンゴはオーブンで

だけ頭の中にかっこいいも

で話し合う。自分の働いて

かなければならないと思い

山根

スタッフは何人です

の、おいしいものがあって

いる店なので「いい店で働

人です。全員が目

も形にできなければ誰にも

いているね」と言われたい

そういう違いもスタ

山根

伝えられません。その技術

きます。うちは

を早くクリアで

で、危険温度帯

急速冷凍庫がな

レンジしようと思うことは

と知識をスタッフに経験さ

商品ももっと出していきた

は、まだたくさんあります。

冨田

きるようにさせたいと思い

分のやりたいものを形にで

せてあげられる店にし、自

いくかをどれだけ実現でき

自分たちがいかに良くして

じゃないですか。そのため、

わらないもあります。先ず

熱量かで、伝わることも伝

ます。それがどれくらいの

たことに、感謝致します。

らえます。聞きに来てくれ

をさせていただく機会がも

地方でも、どこでも

なるので、ムー

いし、拠点は名古屋でして

私が形にしたいこと

当面１、２年でチャ

チャレンジした
いこと

いのですが、ブ

ありますか。

スの細胞破壊が

度に

起きず状態もい

マイナス

ぞお寄りください。

ラストチラーで

衛生的にも、常温で

15

石窯の効果

リー」が今回のテーマです

けのお菓子が並んでいるの

冨田

寝かせたほうがおいしいの

もっとおいしくできること

冨田

験年数の長いスタッフまで

の店ではなく、スタッフ１

います。庫内が熱いので、

いろいろな問題が出てきて

ストを考える時、オーブン

が、どういうところに魅力

ではなく、親父がずっとし

ませんが、データを取ると

かで、どう管理するかです。

がわかりました。これは、

いるので、チームの強化は

ました。

時は、何か特別なことがあ

はかなりウェイトが高く、

を持たせるのかを考えまし

てきたものも並んでいま

どう組み合わせて、どう仕

その１つとして、焼き上

自分の努力ではできない部

ッフに伝えていきたくて、

していきたいです。チーム

れに対する時間もできま

いるなか、そんなに手数を

た。菓子屋のあり方を考え

す。このため、幅広いお菓

込んでいったらよりいい状

がったものをすぐにブラス

新しい商品開発をする時、

す。こういうところで仕事

かけずに製品になる商品が

た時、感じることは、菓子

を増やすことにもつながり

態になるのか、という努力

トチラーに入れると、放熱

分です。

ブラストチラーに入れたほ

山根

それででき上がります。人

ったり、おいしいもので有

業界はある程度、量産化す

ます。こういうことをする

をします。これ以上できな

山根

す。それ以外でもミーティ

件費の削減につながると思

意義な時間を過ごしたいと

痛いものでした。その予算

る店と、技術の光る専門性

ために、朝一から焼いて積

いところまでの開発した時

水分が変わります。放熱水

ね。

人１人の店と思ってほし

しょう。名古屋のカルチェ

をすることが、結果的に自

多くなってくると感じてい

をうたっている店と二極化

み上げる商品は大切です。

分と一緒に乾燥が始まるの

が強化できれば、表現でき

ングを持つことはあります

います。

思い、足を運ばれるのでは

山根

「ベイキープロ」では、湯

でも、それで終わりかとい

で、香りも抜けます。急激

うがいいのか、入れないほ

い。ミーティングでも「入

うちの店のいいかな

コン「ベイキープロ」を使

煎を張って焼くよりも手間

ったら、まだもっとおいし

冨田

るものが広がります。

石窯は電源を切り、

っていただいていますが、

がかからず、スチーム機能

に熱気を取ってあげると、

うがいいのか、両方とも食

山根

ます。

その効果は何ですか。

と絶妙な風量調節による自

くできます。先ず管理の仕

ゆっくり冷ますより、温度

果はどうでしょうか。

ないでしょうか。このため

冨田

方があります。この商品は

香りは閉じ込められます。

て出しています。ムースの

冨田

来店されるお客様の

です。普通のプリンと紅茶
動焼成プログラムで、より

仕込んですぐ食べてもらう

べ比べたりしています。

ブラストチラー
の効果

お菓子は冷凍して販売する

ることが一番のメインと考

ブラストチラー

11

パティの効果

のプリンを朝一番で毎日焼

滑らかに美味しく高品質に

が急速に下がってくれるの

コラのクレームとクッキー
と生クリームを組み合わ

ので、１個の店で保存でき

えているので、その時にで

ブラストチラーの効

る容積は限られています。

きることは例えば素材の選

せ、クレーム・オ・テとし

ということは、朝に焼いて

定やレシピの開発、製法を

お菓子をおいしくす

組み上げる商品は、プラス

楽しんでしていきま

いています。ベースを紅茶

ブラストチラーは修業時代

冨田 大介 氏（パティスリー カルチェ・ラタン）

のがおいしいか、２、３日

パティスリー にするために

焼き上がります。

魅力ある

のプリンで焼き、上にショ

冨田さんの理想とす

山根

専門店らしい形で表現して

先月号より続く。

40

るパティスリーの要素は、

理想とするパテ
ィスリーは

30

日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工業会は
２０１８年４月
回デザート・スイーツ＆ベーカリー

13

展を開催しました。同展では冨田大介氏（パティス

グサイトで第

11

15

アルファ商品ラインナップ
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洋菓子講習
日本菓子専門学校

個分

教師

【基礎編】
阿部 悟

粉糖……………………

リモンチェッロ………
Ｃ．仕上げ

………………

ｇ

ｇ

レモン風味チョコレート

ホワイトチョコレート
…………２００ｇ

ークリームの味わいにな

ールで、キリッとしたバタ

年ほどもたってからの事

ったのは、お店を創業して

わらび餅が現在の形にな

代の代わり

現在、初

らずの絶品

❸①に②のチョコレートを

り、仕上げのレモン味のチ

で販売する。

ではらい、２枚一組で、（２）
コーティングして仕上げる。

ョコレートで爽快感のある

として食感が得られます。

使用することで、ザックリ

しく出来ています。

もレモンを意識して可愛ら

仕上がりになりました。形

に芳光の味

目、島岡樒

す。初代は、私達にわらび

を守ってい

雄氏だ。樒

餅を残してくれました。私

るのが二代

ものを選び、丹念に練り上

雄氏は岐阜

くっていく事を心掛けてい

も将来わらび餅に次ぐ一品

わらび粉は九州産。柔ら

げて粘りを出していく。創

の和菓子の老舗「虎屋本店」

その口ぶりからは真面目

ます」

かさのなかにもコシのある

だという。

だ。

ｇ絞り、は
ダコワーズの生地に全粒

のクリームを

粉とココナッツファインを

り合わせる。

とホワイトチョコレートを

リモンチェロというリキュ

❷レモン風味チョコレート

一緒に溶かしテンパリング

業当時は餡玉を手で丸め

の次男。三重の老舗「花乃

をする。

て、わらび餅で包んでいた

舎」にて修業され、平成

【工程】

きな粉のかかった「わら

が、口当たりを追求し、だ

を作りたいですね。そして、

ｇ

（１）Ａを仕込む。

び餅」はひとつひとつ手作

んだんと餡が柔らかくなっ

で誠実な職人気質を感じら

ｇ

りである。とても柔らかく、

年芳光に入る。テレビチャ

っかりとしたメレンゲを作
る。
❷一緒にふるったその他の
材料を①にさっくりと混ぜ

•••••••••••••••••••••••••••••

黒文字を入れると、中に漉

ていったのだそう。そして

御菓子処 芳光

し、現在に至る。

年間、京菓子を学び、その

し餡が包まれている。口に

Dacquoise Citron（ダコワーズ・シトロン）
【配合】

フォンダン……………

ひとつひとつ手作りのわらび餅

茶人から絶大な信頼を得

後名古屋の名店「川口屋」

初代が、三世代続いて老舗

❶卵白とグラニュー糖でし

て い る 御 菓 子 処「 芳 光 」。

れました。

レモン果皮……１／４個分
Ｂ．クレーム

ア
･

マンド

コ
･コ

合わせる。

ンピオン準優勝や、選・和

シ
･ トロン

％）……

クリーム（

Ａ．ダコワーズ

ｇ

菓子職の認定など数々の受

…………１／６本

バニラスティック

ｇ

ｇ

ｇ

卵白………………１２０ｇ
グラニュー糖…………
全粒粉…………………
粉末アーモンド………

最終的には、竹べらで餡を

の仲間入りだと言っていた

すくうようになり、現在の

最後に、芳光の二代目と

入れると絶妙なバランスで

ので、しっかり暖簾を受け

餅と餡が溶けていく。夏の

して、これからの抱負を伺

継いで、息子にバトンを繋

年、名古

賞歴をもつ実力派の職人だ。

げていきたいですね」

に入られ、昭和

屋市中区新栄に「芳光」を

形になっていったのだとい

「守らなければいけない

店内には常時、季節の上生

イメージが強いわらび粉だ

番で

創業。代表銘菓「わらび餅」

普段、菓子づくりについ

丸口金
かな干菓子類が並ぶ。中で

て心掛けている事を伺いま

植千晴

愛知県菓子工業組合・柘

期待したい。

今後もさらなるご活躍を

いました。

菓子８種類程、また風情豊

御菓子所 芳光

個絞り、粉

名古屋市東区新出来 1-9-1
Ｔ Ｅ Ｌ‥052-931-4432
定 休 日‥日曜日
営業時間‥９時〜 18 時

❸レモンの形になるように

店舗データ

ｇ

糖を表面にふるい焼成。

う。芳光の上生菓子はどれ

した。「和菓子は繊細です。
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