全国菓子工業組合連合会青年部全国大会を
の更なる増加が期待されて

トが開催され、訪日外国人

紹介します。一つは消費税

きな転換期を迎える動きを

心より感謝申し上げます。

て頂いた結果の賜物だと、

き、作品募集の案内を行っ

こと、なせることはまだた

ています。我々がなすべき

発展していくものだと感じ

技術全てに網羅してこそ、

ません。様々な文化や歴史、

今年はラグビーのワールド

とに深く敬意を表します。

した活動を展開しているこ

ど、それぞれの地域に根差

担う子供たちとの交流な

や、これから菓子の消費を

菓子の消費拡大の取り組み

ると伺っています。特に、

し、様々な活動を行ってい

発展していくことを目指

菓子業界全体が活性化し、

佐より「青年部の皆様は、

局食品製造課・松嶋課長補

十分発信していただき、菓

装など、すばらしい魅力を

繊細な味、センスのある包

の菓子のおいしさ、彩りや

をチャンスととらえ、日本

しています。こうした機会

外国人の需要は大きく増加

待できませんが、国内外の

国内需要が大きな伸びが期

少期を迎えている我が国の

高を記録しました。人口減

も昨年２４８億円と過去最

れています。お菓子の輸出

が消費されていると推定さ

・６兆円、飲食品に１兆円

５千億円、特に買い物に１

方々が消費する金額は４兆

高 を 記 録 し ま し た。 こ の

は、３１１９万人と過去最

省としても、即戦力の外国

タートしますが、農林水産

ります。４月から制度がス

国人を雇用できるようにな

の専門性の技能を有する外

品製造業という形で、一定

が創設されました。飲食料

改正され、新たな在留資格

おきまして、入国管理法が

ります。昨年の臨時国会に

に外国人の労働の関係があ

を賜りたいと存じます。次

ますので、引き続きご協力

って、様々な支援策を講じ

図られるよう政府一体とな

に理解され、円滑に導入が

としても、この制度が適切

れる予定です。農林水産省

めて複製税率制度が導入さ

開

月から、我が国初

が本年

また、６年間全菓連青年部

くさんあります。今後も皆

カップ２０１９日本大会

催

で過ごして、一人あるいは

様のお力添えを賜りなが

が、来年は２０２０東京オ

回全国大会を開催、全国から

平糖など我々の先輩が様々
な国から技術を学んで、日
本の文化に合ったお菓子に
昇華してきた歴史がありま
す。菓子業界は、お菓子だ

都道府県

ク競技大会が開催される予

と考えています。今年、大

て取り組んでいただければ

います」と挨拶された。

をしてまいりたいと考えて

日に大阪で第９回全国和

定です。このようなイベン

隅々までおいしいお菓子が

次に農林水産省食料産業

ク・パラリンピック等、大

お届けできるように、機械

と 思 っ て い ま す。 日 本 の
業会増田理事長より「昨年

きなスポーツイベントが立

年に迫った東京オリンピッ

月には恒例の、全菓連青

次に㈿製パン製菓機械工

と提携して行われた。今大会では褒賞制度審査発表会や第９回全国和菓子甲子園

の協力を得て、同会が実施する国際製パン製菓関連産業展（以下モバックショウ）

名の若人が参加した。今大会も㈿日本製パン製菓機械工業会（理事長増田文治氏）

て全国菓子工業組合連合会青年部第

20

の報告、銘菓交換会、記念講演会が行なわれた。
会議では槌谷青年部長よ
り「先輩方が脈々と受け継
いでくださった青年部が
年という節目を迎えること
期はお

めることができました。皆

００作品を超える作品を集

を目標に掲げたところ、３

は、当初１００作品の募集

第９回全国和菓子甲子園で

昨年８月に開催されました

供することができました。

お客様に配布し、喜びを提

提供いただき、来場された

配布で、皆様よりお菓子を

伊勢さん菓子博のお菓子の

ができました。第

20

います。昨年の訪日外国人

一社ではなしえないこと

ら、新たな全菓連青年部を

人を受け入れる必要な準備

名の若人が参加

を、全国の多くの仲間と活

築けるように邁進してまい

子業界の更なる飛躍に向け

都道府県

動できるからこそなしえ

リンピック・パラリンピッ

日に幕張メッセ国際会議室におい

る、と感じた次第です。私

りたいと考えています」と

90

菓子甲子園を全菓連青年部

周年記念事業として開催

大変意義深い場と感心をし

人材を発掘する場として、

り、将来の菓子業界を担う

菓子甲子園の活動報告もあ

主催で開催された、全国和

りました。全菓連青年部が

ントを得る有意義な場とな

将来に向けた機器開発のヒ

た。人材育成の機会として、

を深めさせていただきまし

意見交換会を開催し、交流

年部の皆様と当会青年部の

勢など、先行きが不透明に

ジットや目前に迫る欧州情

る中国経済の変調、ブレグ

中の貿易摩擦、景気観によ

せん。加えて国際情勢は米

なか良くなる実感がありま

の影響により、景気はなか

手不足、原材料の高騰など

消費税の増税や、深刻な人

したいと思います。一方、

ウンドの商品に大いに期待

られると思います。インバ

んの方が海外から日本に来

て続けに開催され、たくさ

された。

数展示しています」と挨拶

ながる新製品・新技術を多

新たなイノベーションにつ

場づくりなど、菓子業界の

安心の実現、魅力的な売り

人手不足の解消、食の安全

新商品の開発、生産現場の

です。時代の嗜好にあった

術、広がる美味しい笑顔』

開催テーマは『つながる技

２０１９モバックショウの

献をしてまいる所存です。

メーカーは皆様とともに貢

長）

○津田陽輔（近畿ブロック

長）

○戸塚裕一（中部ブロック

ロック長）

○鈴木豊（関東・甲信越ブ

海道ブロック長）

○長谷川浩一郎（東北・北

○松田明（部長）

◎第

った（２面に続く）。

員の紹介（別項参照）があ

た。次に第

したことなどが報告され

期の青年部役

ました。今年は５月に新天

なっています。しかし、私

期役員（敬称略）

す。また、秋に行われるラ

ドが一気に高まると思いま

お菓子をお届けすることだ

様に安全で安心なおいしい

たちの使命は、消費者の皆

め配布したこと、昨年８月

年部のお菓子を集め、袋詰

伊勢さん菓子博において青

長）

○大串久昭（九州ブロック

ック長）

○岡澤孝浩（中・四国ブロ

グビーワールドカップや来

役員総会の議事では、お
連休があり、お祝いムー

11

10

全菓連青年部（部長槌谷祐哉氏）では２月

は地元で羊羹を作っていま

35

皇即位と改元、それに伴う

11

10

10

挨拶された。

90

すが、饅頭、カステラ、金

35
けで完結する業界ではあり

21

20
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（１） 平成31年３月15日

決勝戦は８月

青年部全国大会

全国菓子工業
組合連合会

（１面より続く）

第 回
回全国和菓子甲子園

日

20

１回和菓子甲子園に出場さ
れた方も和菓子職人になっ
た事も聞いています。未来
につながることを行ってい
ますので、もっと繋げてい
きたいと思います。そのた

交換会も実施された。

れた。会場では恒例の銘菓

方々も駆けつけ、懇親を深

ン製菓機械工業会青年部の

たのですが、責任者にその

高校生の熱意を届けたかっ

ブロック長にお願いしまし

員長として、津田次期近畿

も入れる予定です。実行委

ック長、そのほか外部の方

子を開発し、小・中学生に

念し、地域に根ざした和菓

大垣市制１００周年を記

部

作」大垣菓子業同盟会青年

給食用デザート菓子共同制

「大垣市制１００周年記念

○全菓連理事長賞

ともに講習会を開催し、同

シピを組合員に提供すると

すいお菓子に仕上げた。レ

え、子供たちにも馴染みや

で、中にチョコチップを加

を使用した浮島製のお菓子

「水と緑のまち」は、米粉

というお菓子に決定した。

ョンを行い「水と緑のまち」

場で使用する「ヤシ砂糖」

ボジア日本友好学園内の工

を行っている。今回、カン

高校と連携した様々な活動

年部

発」徳島県菓子工業組合青

カンボジアにおける商品開

「地元高校生と連携した

懇親会では、㈿日本製パ

めた。

ーマに稲葉基大氏（ wagashi
） が 講 師 と な り、 記
asobi
念講演（以後掲載）がなさ

る環境を作ることができた。

イベント時に組合で共同す

褒賞制度審査発表会

イドモールで和菓子・お茶

思いが伝わらず、編集でカ

た」と挨拶ののち、津田実

提供することで、地域愛の

○全菓連青年部部長賞

・お寿司・人形・邦楽など、

ットされ、悔しい思いをし

日、大阪の辻製菓専門

行委員長より「決勝戦は８

めに、和菓子甲子園の実行

松田次期部長より「親会

和菓子をメインに日本文化

たことを話してくれまし

月

委員会を立ち上げ、メンバ

と青年部の違いを考える

の総合的な催しを開催しま

た。昨年は、最初から責任

を取ることができたそうで

子』としました。この日程

は『新元号にちなんだ和菓

学校で開催します。テーマ

考案した給食を、小中学校

地域の高校生がレシピを

き、児童とともに１００周

者３名が実際に小学校へ赴

給食提供初日には、代表

「カンボジアのことを多く

あるヤシ砂糖を広げたい」

家の「カンボジアの砂糖で

学園の生徒、カンボジア農

徳商生やカンボジア友好

シ砂糖使用商品は、この２

は、９００㎏であった。鍋

世代の育成をするととも

期のブロ

と、我々青年部だからこそ

す。近畿ブロック以外の方

者に交渉して５分という尺

す。実際に見てもらえれば

をもとに各青年部で、準備

で提供されることになっ

年記念給食を食べ、子供た

に、これからの和菓子の可

期と

できることがあると思いま

も参加する事業になりまし

ーとして

す。その一環として、青年

た」との挨拶があった。

年より、徳島商業

部主催の全国和菓子甲子園

続いて、退任される槌谷

高校生の一生懸命な姿がわ

を進めていただけると助か

た。その給食のデザートと

ちが記念菓を食べ喜ぶ姿を

や乾燥時に異物が入らない

の製造について、カンボジ

部長、田村副部長、佐藤会

かると思うので、業界以外

ります。皆様で作り上げる

して１００周年記念菓を一

年間で生どら、カステラ、

じ原材料で複数社が製造で

軌道に乗せたい思いはあり

計幹事、木内監事に齊藤理

の方がそう思っていただけ

全国和菓子甲子園にしたい

緒に提供したいと、市から

の人たちに知ってもらいた

向上を目指すとともに、組

ますが、チャレンジ精神を

事長より感謝状が授与され

るのは素晴らしいことと思

ので、ご協力をお願いしま

共有した。

回

忘れてはならないと思いま

た。この後、第９回全国和

いますし、これからも続け

す」と挨拶があった。

の依頼を受け、大垣菓子業

アに２０１３年以降、

す。安定して運営すること

菓子甲子園の報告として、

ていきたいと思っていま

同盟会青年部で商品開発を

以 上 渡 航 し、 現 地 調 査 と

が第一だけど、将来、世界

当日の様子の動画を放映し

す。優勝されたおかやま山

続いて、褒賞制度審査発

行った。

きる環境を構築し、給食提

の高校生が和菓子職人を目

た。松田ブロック長より「当

表会（別項）が行われた。

供総数１万４千個を分担し

指して日本で世界大会を行

日、ＮＨＫの取材があり、
陽高校の生徒に話を聞く

その後「わがしごと」をテ

織の連携強化を図ることを

う流れになったら、楽しい

と、将来和菓子職人になり

目的とした。

と思います。他に近畿ブロ
関西圏でニュースとして放

たいと話していました。第

様々なアドバイスを行った。

ックの事業で、３月にフィ
送されました。担当の方は

政関係者へプレゼンテーシ

菓子を候補２品に絞り、行

最初に各自で考案したお

に成功したことで、今後の

た。組合内部でも技術共有

あったので、日程限定でし

保護者からの販売の要望も

子供たちは非常に喜び、

企業が、開発に協力したヤ

との思いから、青年部所属

に、材料として供給したい」

パラリンピック関連施設

い 」「 東 京 オ リ ン ピ ッ ク・

年度のヤシ砂糖生産実績

契約した農家の２０１７

ークリームなどがある。

ン、蒸しまんじゅう、シュ

落雁、最中、バームクーヘ

３トン生産することができ

衛生的で良質なヤシ砂糖を

のアドバイスをした結果、

きる施設の導入と、製造上

ようコントロールことがで

組合青年部

ジェクト」京都府菓子工業

「産・官・学連携 絆プロ

○優秀賞

能性を探っていきたい。

賞

貞夫氏（大阪府富田林市）

▽御菓子司柏屋葛城堂・森

（静岡県湖西市）

コンクール」の入賞店がこ

餡と純生クリームを栃餅で

代に通用する商品にした。

栃の実を独自の技術で現

のプリンやイチゴショート

農家で生産されたほうじ茶

製作をしている。また近隣

らデコレーションケーキの

き、また、手書きの図案か

お客様の好みや趣味を聞

▽有限会社おき川・森敏明

善促進機構会長奨励賞

◎（公財）食品流通構造改

森茂正氏（群馬県富岡市）

▽有限会社扇屋菓子舗・影

善促進機構会長賞

◎（公財）食品流通構造改

暢生氏（佐賀県鹿島市）

変化こそが、今回の連携活

「和菓子」に対する認識の

する徳島の高校生たちの

この活動を通して、連携

川県菓子工業組合青年部

・「 香 川 お 菓 子 ま つ り 」 香

川県菓子工業組合青年部

・「 和 洋 菓 子 講 習 会 」 神 奈

回大分県

・「 第

えている。専門家として若

子工業組合菓業青年会

技能祭への参加」大分県菓

パン製菓関連産業展）の開

催場所が誤って掲載してい

本紙先月号におきまし

同会の関係者及び来場者に

させていただくとともに、

ました。幕張メッセに訂正

て、㈿日本製パン製菓機械

回国際製

深くお詫び申し上げます。

ックショウ（第

工業会主催の２０１９モバ

訂正及びお詫び

•••••••••••••••••••

者たちに協力する中で、次

回・ 第

動の大きな成果であると考

○特別賞

（北海道北見市）

▽アトリエプールヴー・鈴

のほど決定した。同コンク

包んだり、洋菓子風に焼き

ケーキなども販売してい

氏（埼玉県桶川市）

た。

▽まんじゅや・疋田実男氏

木哲雄氏（静岡県浜松市浜

ールは独創的な経営技術を

上げ、商品アイテムを増や

る。アメ細工やチョコレー

完成したヤシ砂糖の加工場

を目指している。

10

◎農林水産省食料産業局長

◎農林水産省大臣賞

北区）

駆使し、優れた業績を上げ

しているまた、店舗を改良

ト細工を活用してアートケ

▽Ｃａｆ

▽ 有 限 会 社 赤 門 堂・ 福 山

▽小松屋製菓・小松裕勤氏

ている全国の中小の食料品

し、静岡県が主催する地域

ーキも作成している。

勇氏（群馬県高崎市）

水と緑のまち

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

回優

㈶食品流通構造改善促進
機構主催による「第

小売店、また、食品流通の

のお店コンクールの優秀賞

◎日本政策金融公庫総裁賞

（静岡県浜松市天竜区）

効率化、環境対策、地域活

を受賞している。また、地

▽ふじや菓子舗・藤田照氏

47

良経営食料品小売店等全国

性化などを共同で展開する

元水窪の耕作放棄地で粟や

木の実・豊田

組合などを発掘し表彰す

黍などを栽培し、雇用創出

é

46

28

る。菓子関係の受賞者は次
の通り。

26

第 回優 良 経 営 食 料 品 小
売店等全国コンクール

２年前にも取材に来られ、

11

リピンのカバンカラン高校

て製造した。

24

10

で和菓子体験、ＳＭシーサ

20

平成

がスタートしました。まず

テーマ
「新 元 号 に ち な ん だ 和 菓 子 」

第

10

10

28

平成31年３月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第960号

﹁ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた菓子製造業
における衛生管理計画作成の手引書﹂が完成
全菓連及び厚労省のホームページに掲載

％未満である等の条件を

満たす加工食品は︑２月
日よりＥＵ加盟国に輸出を
することが可能になる︒

詳細な条件については︑
以下のＵＲＬを参照︒

している農場の農林水産省

合は︑その殻付き卵を生産

た︑殻付き卵を輸出する場

に通知する必要がある︒ま

※第三国リスト

あり︑

称︶﹂を作成する予定︒

畜 産 物 輸 出 取 扱 要 綱︵ 仮

等に必要な﹁対ＥＵ日本産

て︑対ＥＵ輸出施設の認定

雑貨屋として創業したの

は天保年間︵１８３０〜
年︶といい︑１７０年を超

﹁温泉通り﹂で︑私は﹁山

楼門からつながる︑通称

ド︶筋ということもあり菓

砂糖の道＝シュガーロー

Ｗｏｒｄファイ

ＥＵ加盟

国向けに特定の品目の輸出

への登録が必要︒

ＥＵ加盟国に卵及び卵製

が可能な国・地域を掲載し

http://www.maff.go.jp/j/
shokusan/export/EU.html

ただし︑これは二〇二〇

今後︑ＥＵ当局と主に施

〇菓子製造業における衛生
下左に述べる施設認定が必

たリスト

設の認定要件等の公衆衛生

クすると以下のページがダ
管理計画書式︵事業所のタ
要となる︒

分野に関する条件をさらに

品を輸出するためには︑今

ウンロードできる︒

製造・販売店舗一体型

イプに応じて利用できる︶

出施設の認定を行い︑その

後︑厚生労働省が対ＥＵ輸

〇食品衛生管理におけるＨ

協議し︑その結果を踏まえ

年１月からは︑以

いた﹁ＨＡＣＣＰの考え方

ＡＣＣＰの制度化につい

家族で老舗の味を守る

長島田氏によ

ら︑青年部部

を食べなが

りの練り切り

上がったばか

が完成︒出来

練り切り３品

１時間ほどで

手際が良く︑

加者みなさん

りあげた︒参

た︒

続き︑有意義な時間となっ

でも話さない様々な会話が

いるのか等︑普段部員同士

疑応答︑なぜ菓子屋をして

と参加者のみなさんでの質

での開催のため︑青年部員

質問が多数あった︒少人数

作る際の注意点など熱心な

の方からは家庭で和菓子を

レシピを共有した︒参加者

違い︑練り切り・こなしの

部広報・武中俊樹

京都府菓子工業組合青年

る和菓子講
座︒色の付け
方︑練り切り
の線の入れ方の関西関東の

すが︑長崎街道沿いの角に
﹁角屋﹂とあり︑そこに店
を構えていたと思われま
す︒４代目山口佐平より本
格的に菓子作りを始め屋号
は﹁山里屋﹂になり︑現在
の温泉通りに場所を移し︑
１９１７年︵大正６年︶に
は全国名産贈答品展覧会に

山里屋菓子老舗

長・山口恭弘

市郡支部支部

工業組合武雄

佐賀県菓子

います︒

いきたいと思

業に専念して

守りつつ︑家

の伝統と味を

れからも老舗

愛顧頂き︑こ

お客様にもご

始め︑観光の

地元のお客様

いています︒

御利用して頂

へのお土産やお茶請けにも

看板商品となっており遠方

ます︒これが今でも当店の

りと百合の根の風味が漂い

り︑封を開けると︑ほんの

さを抑えた仕上がりであ

と百合の根を使うことで甘

来上がったのです︒白生餡

する﹁太白百合羊羹﹂が出

百合の根を裏ごしして使用

いうことで試行錯誤の末︑

お菓子に利用できないかと

良いという事を知りそれを

方では百合の根が胃腸系に

ったこともあり︑当時の漢

体が弱く︑特に胃腸が弱か

を考案した４代目は非常に

た︒この﹁太白百合羊羹﹂

出品し﹁褒賞﹂を受けまし

おいて﹁太白百合羊羹﹂を



認定された施設をＥＵ当局

月末までの経過措置で

を取り入れた菓子製造業に

年

おける衛生管理計画作成の
ＰＤＦファイル

ＰＤＦファ

Ｗｏｒｄ

て
ファイル

ＰＤＦファイル

手引書﹂について︑このほ
〇﹁ＨＡＣＣＰの考え方を

佐賀県武雄市にある武雄

取り入れた菓子製造業にお

製造単独型

ど厚生労働省の確認が終了

温泉は︑﹁肥前風土記﹂に記

し︑全菓連のホームページ
ける衛生計画作成の手引

ファイル

子文化が盛んなことから︑

えるほど︒長崎街道︵別名

書﹂の利用方法について

里屋菓子老舗﹂を営んでい

３代目の頃は﹁角屋佐兵衛

山里屋菓子老舗

﹁お菓子何でも情報館﹂に

ＰＤＦファイル
されているほどに歴史があ

製﹂と言う屋号で商売をし

Ｗｏｒｄファイル

掲載した︒同手引書は本紙

ル

ます︒家族だけで切り盛り

ＰＤＦ

４月号とともに組合員に直
〇ＨＡＣＣＰ考え方を取り

しており︑現在は７代目の

11

太白百合羊羹

販売店舗単独型

接︑配送する予定︒それま
ります︒そのシンボルの朱

してＥＵ加盟国向けに輸出

ていました︒昔の地図を見

塗りの楼門は国の重要文化

可能な国として日本が第三

私が跡を継ぎ老舗の味を守

また︑厚生労働省のホー

農林水産省は︑厚生労働

国リスト︵※︶に掲載され

財に指定されており︑この

ムページにも掲載してい

省と連携し︑ＥＵ当局との

た︒これにより︑マヨネー

たところ恐らくではありま

入れた菓子製造業における

考え方を取り入れた菓子製

間で︑卵及び卵製品の輸出

ズなど︑肉類及び日本産乳

っています︒

衛生管理計画作成の手引

造業における衛生管理計画

解禁のための協議を進めて

製品を含まず︑卵の割合が

度１００周年を迎えました︒

でに必要な場合は︑ホーム

イル

21

ページよりダウンロードす

作成の手引書﹂もしくは﹁全

きた︒当局間の協議を進め

書 ＰＤＦファイル
る︒方法は次の通り︒
る︒ https://www.mhlw.go.jp/
※手引書本体と参考書式が
▽掲載場所
content/11130500/000477817.
お 菓 子 何 で も 情 報 館 一体となっている︒
pdf
︵ http://www.zenkaren.
卵及び卵製品に関する日本のＥＵ第三
︶のトップページの新
net/
国リスト掲載について

菓連からの情報﹂の﹁ＨＡ

た結果︑卵及び卵製品に関

着情報内の﹁ＨＡＣＣＰの

ＣＣＰ支援法﹂の右端﹁Ｈ

さな子どもを連れてゆっく

キッチンつぶまる

ＡＣＣＰ制度化﹂をクリッ

りできる場所を作りたい︑

て青年部員の指導のもと作

43

かねてより作成を進めて

24

50
11

賀
佐



近隣の方々の憩いの場

カフェで菓子教室

京菓工組
青 年 部

町にある手作りおばんざい

という想いから作る安全安

名で立ち上げたカフェ︒小

のお店﹁キッチンつぶまる﹂

心の食材を使った家庭的な

日︑向日市物集女

にて︑京都府菓子工業組合

１月

青年部は菓子教室を開催し

年だが既に近隣の

﹁青紅葉﹂を２組に分かれ

練り切り３品﹁桜﹂﹁菊﹂

いる︒

方々の憩いの場所となって

して

味が好評となり︑オープン

近隣にお住まいの方々
名︒京都府中小企業団体中
央会様からのご紹介︒
﹁キッチンつぶまる﹂様
は向日市近隣に住む女性６

1

た︒参加者は子どもを含む

19
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京
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平成

川

かがわお菓子まつり

香

30

年

学生と協力しお菓子のＰＲ

12

月１日・２日

とボートレースまるがめ

ァミリーレジャーの場とし
同開催する事になりまし

があり︑お菓子まつりを合

できないか？といった打診

ソンをやりたいので︑協力

ーカー﹂からスイーツマラ

イズラリーの用紙には︑ア

間で約５００名の参加︒ク

ズラリー参加を促し︑二日

チュームで︑来場者にクイ

は︑サンタクロースのコス

もちろん︑イベント運営と

や︑地元製菓企業のことは

大学生に︑お菓子のこと

収できました︒

画した商品券は６割ほど回

皆さんは普段とは違ったア

てもらったりと︑ファンの

り︑甘味を席まで持って来

ら商品を手渡してもらった

ョンでは︑アイドルたちか

アイドルとのコラボレーシ

観光協会の企画のご当地

ることや︑自分の想いやセ

成し︑限られた範囲で伝え

した⁝ＰＯＰを自分達で作

援にかけつけていただきま

間中にもかかわらず販売応

徒さん先生方は︑テスト期

と観音寺総合高等学校の生

㏌

丸亀

ールスポイントを言葉にす

いうものを経験してもらえ

ることなど︑大変苦労が多

ました︒また学生が競艇場

イドルの接し方に大変喜ん

かったものの︑充実した時

ンケートの記入欄も設け

でおり︑販売促進に大きな

︵イベントを何で知った

を使用してくれたというこ

影響を与えてくれました︒

た︒香川県菓子工業組合で

とで︑競艇場を主管する行

は︑物販コーナー・さぬき

この度の企画は丸亀市観

政からも高い評価を得るこ

て活用されています︒

茶屋・手作り和菓子作り教

︵競艇場︶イベントスペー

光協会様から競艇場のイベ

室を企画︒

か？どこから来たのか？気

スにて﹁かがわお菓子まつ

ントスペースを提供するの
になるところはなかった

で︑お菓子イベントしませ
か？⁝︶今後のイベント周

り﹂を開催しました︒丸亀

物販コーナーでは︑組合

競艇では︑定期的にお笑い

間を過ごせたと︑みなさん

とができました︒

校の生徒さんとは実際に組

合員の工場でお菓子を作

り︑大量製造も合わせて経

験してもらい︑卒業後の進

路に関する理解度も深めて

頂けました︒今後とも継続

して地域から必要とされる

組合活動を行っていければ

と思います︒

香川県菓子工業組合・田

地元の笠田高等学校さん

知や満足度の参考になる取

ん か？ と い っ た 依 頼 で し
員のお店のお菓子販売︑全

ライブやレンジャーショー

の先生・坂出第一高等学校

笑顔で帰られたのが印象的

の生徒さんも自分達が考え

でした︒また英明高等学校

る商品券を発行し︑イベン

た作品をお買い物にと立ち

り組みになりました︒また

トで自社を知ってもらい︑

景品に組合員のお店で使え

て頂きました︒

後日各店舗に足を運んでも

国和菓子甲子園応募作品販

﹁ カ ガ ワ メ ー カ ー﹂ か ら

売︑洋菓子協会にも出店し

は︑和菓子に関するクイズ

寄ってくれました︒笠田高

記念撮影
村正太郎

現代の名工

﹁お菓子のあさい﹂浅井茂宏氏

らおうという取り組みで企

される予定の洋菓子講習会

においても﹁県産食材の活

用﹂をテーマとして取り上

げる考えである︒

もこだわり︑県産品を使っ

ラリーを企画︒学生さん達

さぬきかいもちロール

た︒同じ時期に香川大学の

お菓子を作る菓子組合会員と笠田高校の生徒

お菓子サークル﹁カガワメ

料には︑岩手県内各地で生

た商品開発にも積極的で︑

年に開催された第

月には卓

勲に続き︑昨年

回全国菓子大博覧会・三重

昨年の堤理事長の春の叙

越した技能の保持者を表彰

では県産サツマイモや肥後

齊藤俊明理事長は﹁私達

の故郷︑岩手県は食材の宝

する本年度の﹁現代の名工﹂

平成

庫であります︒コンビニや

に︑熊本県菓子工業組合専

人に広げたい﹂と家業のか

量販店と同じようなものば

たわら︑老人ホームでお年

かり製造販売しても個性が

熊本県菓子工業組合では

寄りに和菓子の慰問をした

小豆を使った﹁肥後しょる

専務理事として常に理事長

り︑熊本県内各地で開催さ

務理事の浅井茂宏氏が選ば

や事務局を支え︑温厚で真

無い︒皆さんの地元にある

また︑熊本出身のアイド

面目な人柄は組合員や関連

と﹂が農林水産大臣賞を受

ルがテレビ番組で紹介した

賞しました︒

正６年﹁浅井製菓﹂として

﹁マロンタルト﹂を県外か

﹁お菓子のあさい﹂は大

創業︒平成４年に氏が３代

れました︒

を高めた商品を各店で提供

目として社長に就任︒社名

県産の食材をお菓子へ活用

して頂きたい﹂と締めくく

し︑より差別化︑付加価値

りの挨拶をし︑有意義なう

で一般の方や子供達にお菓

れる技能祭ではお菓子教室

子作りを教えるなど和菓子

業者から大きな信頼を得て

﹁和菓子の文化を多くの

います︒

ら買いに来るお客さんもい

るなど︑地元でも人気のお

菓子屋さんです︒

も﹁㈲お菓子のあさい﹂に

日頃よりお菓子の素材に

変更しました︒

ちに終了となった︒

岩手県菓子工業組合・小

沢仁

27

本

業

などのイベントが開催され

産されている食材をふんだ

は︑和菓子講習会での反響

を見極めながら︑今後開催

29

11

熊

工

ており︑舟券購入の他︑フ

岩手県菓子工業組合︵理

んに取り入れた菓子が盛り

岩手県菓子工業組合で

られた︒
講師の仲嶋真輝氏



事長齊藤俊明︶では︑去る

込まれ︑岩手県産米粉の他︑

県産食材を取り入れた

二月二十七日︑盛岡市大沢

赤ワイン︑ゆず︑リンゴな

手

和菓子講習会を開催

河原のマイスター日の本を

ワインを利用した製品で

会場に︑五香・青柳店主の

は︑参加者より︑洋菓子や

ど︑どれも身近な食材でも

今回の講習会では︑春の

ゼリーの材料としてはお馴

仲嶋真輝氏︵千葉県︶を講

季節にちなんだ和菓子をは

染みだが︑今後は︑和菓子

あり︑参加者の興味を誘っ

じめ︑和菓子本来の持ち味

製造へも積極的に取り入れ

た︒

を活かしながら︑洋菓子の

て行きたいという声が寄せ

師にお招きし︑和菓子技術

製法を取り入れた最新の各

講習会を開催した︒

種創作菓子を学んだ︒原材

岩

子

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」

A4 280ページ 250円（税込）

「わかりやすいお菓子
の表示（表示ポスター）」

平成２8 年７月
菓子の表示制度研究会

A2版 20円（税込）

わかりやすいお菓 子の表 示
わかりやすいお菓子の表示

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

浅井茂宏氏

③添 加 物

の普及に貢献しています︒

現在地元の高校の製菓コ

ースで授業を行っている

他︑来年熊本で開校する職

業訓練短期大学でも講師を

つとめるなど︑後進育成に

も積極的に尽力しています︒

卓越した繊細な菓子製造

の技術のみならず︑そのよ

うな地域貢献や後進育成へ

の取り組みも評価されまし

た︒

今後も趣味の詩吟を楽し

みつつ︑たゆまぬ技の研究

と昔ながらの伝統を引き継

ぎながら︑おいしく安心の

できる︑お客様の立場にた

ったお菓子作りを心がけ

て︑まだまだ現場に立ち続

けたいと意欲満々です︒

熊本県菓子工業組合事務

局・野田尚美

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

の
開催

東京都菓子工業組合・東菓工協力会

「新年合同懇親会・新春講演会」

「社員の可能性を信じる
～コロンバン挑戦の軌跡」

です。

た。合同での催しが増えて

で懇親会がスタートしまし

作所代表取締役会長牛窪啓

階を移動しての懇親会に

熱くご講演頂き、心より感

は、来賓として、全国菓子
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締めとなってしまいまし

に酔いしれた頃、早くも中
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小澤俊文氏

工場を作り、海外進出を睨

工業組合連合会専務理事山

く広がっています。

詞氏です。高らかなご発声

んで、米粉を使用したグル

本領氏並びに事務局長渡辺

謝申し上げます。

テンフリーのクッキーを作

嘉一郎氏、商業組合首都圏

埼玉県加須市に最新鋭の

れる工場が名古屋にありま

はのかけがえのない技術に

法人菓子・食品新素材技術

理事長のマルエ製菓㈱取締

上野「精養軒」のおいし

す。

支えられ、埋もれていた製

センター理事熊谷晶子氏を

氏

というテーマでご講演頂き

品が、小澤社長の手腕によ

お迎えして行われました。

小澤俊文

ました。

り、新しい時代に蘇ったと

㈱コロンバン代表取締役社長

㈱コロンバンは、日本人

いうことでしょうか。

毎春恒例の東京都菓子工

年合同懇親会・新春講演会」
で初めてフランスで菓子に
析だったそうです。今でも
使して、東京駅でチョコレ

役会長江川清志氏です。今

ついて学んだ初代門倉社長

年２月

業組合・東菓工協力会「新

日（火）

が平成

東菓工・協力会併せて、

に、上野「精養軒」におい

長きに亘り生き残ってき

年一年が皆様にとって明る
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からヒット商品となった

が大正
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上野公園の桜も小さな蕾

り、業績が最も厳しい時期

２００４年は、長きにわた

小澤氏が銀行から来られた

菓子界屈指の老舗ですが、

る再生実現化に向けて、元

ていかれました。増収によ

善策を打ち出し実行に移し

ストアップして、次々と改

改善すべき３４０項目をリ

リスクの分散化として、

業績を積み上げています。

境から脱し、右肩上がりの

ットさせました。現在、苦

た原宿スイーツを次々とヒ

皮切りに、原宿の名を冠し

「東京サクサクチョコ」を

と、参加した全員が思った

上での大きな力を頂いた

時代の中で生き残っていく

小澤社長に、この厳しい

られました。

二人ともご挨拶の中に込め

に、なお一層の協力をとお

厳しい時代を乗り越える為

一氏にご挨拶頂きました。

東京都菓子工業組合副理

心よりお祈り申し上げます。

良い一年となりますことを

が集まりました。

今回も約１００人の会員

乾杯の音頭は㈱愛工舎製

菓材料㈱取締役社長寺本眞

事長
基

中
･ 谷製菓㈱

中
･ 谷光

今年が菓子業界にとって

い年となりますようご祈念

をつけ、春の到来を思わせ

にあったそうです。監査役

銀行マンらしく数値の見え

のではないでしょうか。当

ました。東菓工理事長・三

るような穏やかな日和でし

に就任され、三か月間は資

る化、商品開発、販路の拡

販売マーケット毎に８つの

日は風邪で体調が悪い中、

再度見直されたのだと思い

今年の新春講演会にお招

料をひたすら読まれたそう

課に分け、一極に集中しな

頂き、二本で締めて頂きま

きした講師は、我々の仲間

です。２年後には代表取締
大等に取り組み、確かな道

いように心掛けているそう

黒製菓㈱取締役会長黒川耕

でもある、名門㈱コロンバ

役社長に就任されました。

マーケティング手法を駆

筋をつけていかれました。

ます。

ン代表取締役社長の小澤俊

再生・改革に着手する際、

した。

文氏です。

まず取り組んだのは現状分

次氏、協力会会長・寺本製

「社員の可能性を信じる

が廃業に追い込まれていま

をはじめ、多くの和菓子屋

ツで多かったのが、コンビ

という問いに対し、ダント

どこで和菓子を買いますか

トを採り、あなたはいつも

に参加したときにアンケー

んなの生活展」（写真参考）

は、松山市が主催する「み

愛媛県菓子工業組合で

が携帯代に消え、消費が落

購入に充てられていたお金

さみ、今までお菓子などの

親と連絡をして携帯代がか

最近は小学生までが携帯で

持ち、中高生はもとより、
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で活気がありましたが、あ
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３月の彼岸から４月３日の

ないことが起こるような気

２０２１年、何かとんでも

東京オリンピックの翌年

いかなと思っています。

略があってもいいのではな

その話は後日。

愛媛県菓子工業組合副理
事長・白石恵一

まだまだ人気で新商品デビュー

いせわんこ抹茶アイス最中

のいせわんこが、全国菓子

大博覧会を盛り上げようと

回全国菓子大博覧会
・三重（お伊勢さん菓子博

全国を駆け巡ったり、テレ

第

２０１７）も早いもので、

きました。

がしています。
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先日、和菓子の事を調べ

す。いや、和菓子屋だけで

と、その年以降、節句の忙

岐路に立 つ 和 菓 子 業 界
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というのだそうです。いず
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•••••••••••••••••••

字が出てきて驚きました。
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恒例のイオン桑名店の催事
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ばそれまでですが、今、何
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た。

～コロンバン挑戦の軌跡」
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といいます。

ナブルな価格でおいしい和
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としていろいろな面で微力

になりますが、私の住んで

ながらご協力をさせていた

いる愛媛県松山市は、お雛

いう話も聞きました。それ

リティーがないと、お客さ

ぞれのお店で事情がちがう

んがわざわざお店まで足を

ました。さすが、いせわん

保々屋

三重県菓子工業組合桑名

そして今回のイオン桑名店
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種類のさつまいものお菓子

の製造でしたが︑数年前よ

種類のさつ

りさつまいも以外の加工も
始め︑今では

﹁生目の杜運動公園﹂に足

クホークスのキャンプ地
菓の商品は空港をはじめと

となっています︒㈲武田製

まいものお菓子の製造販売
宮崎市の春を告げるイベ

を運びホークスビレッジ

みやざきのおいも屋さん㈲武田製菓

ント︑プロ野球とＪリーグ

ツ施設がありプロ︑アマを

した︒宮崎は多彩なスポー

している﹁みやざきのおい

に︑開設当時より毎年出店

店舗が立ち並ぶ球場周り

んとうやいもっ柱などを量

参加し︑作りたての芋かり

主催する各種物産展事業に

に置かれており︑県や市の

して百貨店や観光地の売店

の春季キャンプが始まりま

問わずあらゆる競技のチー
も屋さん㈲武田製菓﹂の社

は素材の味を生かすため︑

一押しの﹁かりんとう﹂

ムがキャンプ︑合宿︑トレ

年創業以来︑二代

り売りしています︒

昭和

長にお話を伺ってきました︒

す︒
目として芋かりんとう一筋

でべにはるかスイーツのア

を少なく感じる自然な甘さ

配合を増量︑バターや砂糖

とぽてと﹂はさつまいもの

﹁おいも屋さんのすいー

がりいただけます︒

子様にも安心してお召し上

レルギー除去食品としてお

油１００％︑砂糖のみでア

にお披露目会や試食会が開

り︑関係者やメディア向け

実際に製品化した物が集ま

﹁いもっ柱﹂は大きくカ

わりました︒

イ﹂も誕生し人気商品に加

パイ生地で包み﹁おいもパ

よりこのすいーとぽてとを

しんでいただけます︒昨年

と石焼いもの中間の味を楽

で︑従来のスイートポテト

たちの自由な発想の面白さ

定概念に捉われない子ども

また︑参加店舗からも固

これら原材料となるさつ

なっています︒

念なことに店頭販売のみと

の食感が楽しめますが︑残

甘い香りと艶でおいも本来

ごまをからめたお菓子で︑

油で揚げ︑溶かした砂糖と

ットしたさつまいもを菜種

が出来たため︑市の特産品

な層からの関心を集める事

との連携もあった事で様々

うだけでなく︑市内小学校

携して特産品のＰＲを行な

能となっています︒

はネットでの地方発送も可

％宮崎産のものです︒今で

まいもは厳選された１００

スタンプラリーなどを実施

たな商品開発に繋げたり︑

し︑各菓子店や飲食店の新

はるかのペーストを製造

Ａとも協力をしながらべに

やざきのおいも屋さんをど

の二人三脚で頑張られるみ

実演販売会場にて︑奥様と

た︒これからもあちこちの

原材料はさつまいも︑菜種

イデアを募った結果︑３９

催され︑その後︑入賞した

に感心する声も聞かれた︒

れた武田社長ですが︑将来
の夢や商品のことをにこや
かに語っていただきまし

局・大西みつ子

宮崎県菓子工業組合事務

うぞよろしくお願いします︒

１点の応募があり︑その中

今回の受賞商品は︑２月

年ほど前に体調を壊さ

から選考されたタルトやプ

小学生たちに市内菓子組合

小学生のアイデアが商品に！

地域連携で特産品をＰＲ
リンなど

点を︑同市でべ

た︒受賞した小学生たちか

日

にはるかの普及を目的に毎

ツフェアにて実際にそれぞ

実施︑２０１９年１月

年開催されている﹃２０１

れの店舗で販売され︑好評

新潟県胎内市特産のサツ
に表彰式を開催した︒本事

らは﹁思い通りにかわいく

を博した︒

日に開催されたスイー

業は市と商工会︑菓子組合︑

できていた︒嬉しい﹂など

〜

マイモ品種﹃べにはるか﹄

９べにはるかスイーツフェ

と喜びの声が上がった︒

長より記念の盾が授与され

をＰＲすることを目的に︑
飲食店組合などが協力して

ア﹄に参加する市内協力店

地元の小学生が考案するべ

がそれぞれ試作︒当日は︑

毎年開催している︒
市内小学生からイラスト

にはるかを使用したスイー

いもっ柱
るなどの効果を得る結果と

と各店舗のＰＲにも波及す

のＰＲを通じて︑しっかり

して連携を図ってきた︒昨

を行なっており︑これに対

し消費喚起につなげる動き

品が人気を博し︑そのまま

年度はアイデア化された商
以前より︑胎内市ではＪ

なった︒

定番商品として期間終了後

も販売をする店舗が出たケ

ースもあり︑胎内市菓子組

合としても一過性で終わら

ない継続的な効果を期待す

るとともに︑今後も各団体

と協力をしながら特産品Ｐ

Ｒに努め︑市内の菓子店の

発展に繋げていけるよう持

続的に取り組んでいきたい︒

新潟県菓子工業組合胎内
支部長・久世正隆

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

20

ーニングに利用されていま

25
武田社長



その中の福岡ソフトバン

30

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

おいも屋さんのすいーとぽてと
15

TEL.0283-23-7331

20

ツのアイデアコンテストを

べにはるかを使ったスイーツ

28

本事業は市の各団体が連

スイーツアイデアコンテスト表彰式

12

栃木県佐野市村上町903

崎

24
べにはるかを使ったスイーツ

本社工場

http://www.namisato.co.jp

URL

10

宮
潟
新

平成31年３月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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いちご王国・栃木
ニーズに対応し新品種開発

団体等と連携して次の

年︑１００年にわたって発

し︑一年中楽しめるいちご
を提供し︑いちごの生産量

展していくよう努力してお

い夏でも日持ちが良く︑酸
味もあり主にケーキ用のい
年連続日本一を続けて

粒で甘味が強い反面︑果肉
が柔らかくとてもデリケー
も

味のバランスが良く果肉が
しっかりしていることから
ちごとして出荷されており

ベリー﹂は果実が極めて大

れております︒又﹁スカイ

幻のいちごもあります︒そ

して栃木でしか味わえない

ちご狩りや直売用の品種と

はいろいろな品種を開発

この様に︑栃木のいちご

ちご王国﹂として関係機関︑

これからも︑栃木県が﹁い

おります︒

いちご研究所﹂を設置し︑
きく美しい果形から︑贈答
して︑今まで夏場にはない

長・斎藤高藏

栃木県菓子工業組合理事

ります︒

トで市場には出回らず︑い

時代のニーズに対応した新
用向けの品種として栽培さ
時期に適した品種として

ます︒

東日本を中心に広く支持さ

﹁いちご王国・栃木の日﹂
品種を開発しております︒
れております︒

日

を宣言し︑知事を先頭に多
まず代表的な品種として

姫路
姫路菓子組合
︵ 支
︶
部
設立百周年をむかえて

京
･ 都や長崎にまで遣わ
た︒和菓子作りでは︑

代

し菓子製造を習得させまし

戸



くの団体が参加して栃木県
﹁なつおとめ﹂があり︑暑

目︶に婚入れの慶事に﹁銘

次に﹁とちひめ﹂は︑大

﹁とちおとめ﹂は甘味と酸

将軍徳川家斉公の息女喜代

小天守を渡櫓で結ぶ連立式

姫が酒井忠学︵姫路藩５代

姫路菓子組合︵姫路支部︶

〜姫路城とお菓子〜

けではなく首都圏や関西圏

治維新後は一般に買い求め

菓玉椿﹂が誕生し︑酒井家

られるようになりました︒

天守をいただく姫路城を完

江戸時代後期︑姫路藩主

また︑長崎に派遣した職人

は大正７年の設立以来百周

酒井家歴代当主は教養人で

は油菓子などの技術を修め

においてもイベントを行

あり︑茶の湯を好まれたこ

ましたが︑上菓子以外は白

の御用菓子としました︒明

とから姫路城下の文化は大

砂糖が使用できないため︑

成させました︒

いに発展したが︑藩の財政

黒砂糖や水飴など使い︑寺

の栽培

年代より急速に広がり現在
とほぼ同じ６００

日︵木︶に姫路

姫
･ 路市議会

は厳しいことから家老河合

月

工会議所などからの来賓を

寸翁は藩政改革を行うとと

年

交え︑組合員や賛助会員な

年を迎えたのを機に︑平成

面積になり︑その後は﹁株

ど八十余名が出席し﹁組合

社詣の途路に雑菓子として

発信しました︒

冷蔵﹂や﹁高冷地育苗﹂な

もに諸国の物産を城下に集

路市長をはじめ兵庫県 姫
･
路市
姫
･ 路商

商工会議所にて石見利勝姫

どが開発され出荷時期が春

設立百周年記念式典ならび

明治維新となり︑酒井姫

買い求められていました︒

栃木のいちごは︑昭和

から２月へと早まりまし

積し︑商業を盛んにしまし
ました︒
姫路市は兵庫県南西部に

路藩は幕を閉じ︑明治７年

た︒産業振興の一環として

た︒昭和
登場しクリスマス期からの
出荷が実現し飛躍的に需要

位置し︑南は瀬戸内海に面
し北は中国山地を背に気候

菓子作りを奨励︑職人を江

に祝賀会﹂を盛大に開催し

い︑栃木のいちごの魅力を

全国展開を目指し︑県内だ

度は﹁いちご王国・栃木﹂

り上げました︒また︑今年

内をいちごのイベントで盛

栃木県は︑昨年１月

50

年に﹁女峰﹂が

30

現在﹁栃木県農業試験場

50

姫路城 ･ 白鷺の夢

姫路城内に歩兵第十連隊の

年よ

あった菓子業界の先輩たち

民の甘味渇望で休眠状態で

統制令が解除され︑姫路市

しています︒なかでも﹁匠

﹁姫路菓子まつり﹂を実施

合と姫路菓子組合共催で

おいて︑兵庫県菓子工業組

り毎年秋には大手前公園に

博覧会翌年の平成

には第十師団指令部が設置

がこの苦難の道を乗り越え

の館﹂では︑県内菓子技能

なりました︒その後︑物価

され︑姫路の町は軍都と化

られ︑再び活況を呈しまし

年

しました︒地方よりの面会

た︒

配置にはじまり︑明治

に訪れ︑お土産に菓子を求

大正期に入り︑国内のみ

開催され︑姫路菓子同業組

て﹁シロトピア博覧会﹂が

年記念に姫路城周辺におい

平成元年︑姫路市制百周

め︑感嘆の声があがります︒

点ほどが来場者の足を止

生による力作の工芸菓子

者ならび製菓専門学校の学

合も協賛し好評を得ました︒ 館内では練り切り菓子作り

城築城４００年記念として

の他︑児童絵画など数多く

が絶え間ない状態です︒そ

にも人盛りで買い求める客

全国菓子大博覧会が同城周

の催しがあります︒毎年５

年春には国宝姫路

により大正７年５月に重要

万２千人

平成

物産同業組合法に基づき︑

辺で開催され︑

年に第

に来場いただき︑大盛況裡

日間開催で平成

菓子関係者１７５名による

マ作品﹁姫路城

回目を迎え︑連日好天に恵

︵姫路城の縮尺

榮一

姫路菓子組合顧問・町田

に幕を閉じましたが︑テー

大正期より昭和初期にか

は連日２時間待ちの長蛇の

まれ実り多い年となりまし

け︑隆盛を極めました姫路

列で人気の的であったこと

た︒

菓子は︑先の大戦では姫路

が思い起こされます︒

分の１︶

市中は焦土と化し︑菓子業

白
･ 鷺の夢﹂

者は雲散霧消のなか終戦と

立されました︒

﹁姫路菓子同業組合﹂が設

なりました︒姫路市の要請

国︶などに移輸出が盛んと

ならず朝鮮

連ねました︒

台
･ 湾 支･ 那︵中

町は菓子づくりの店が軒を

める方々で賑わい︑姫路の

21

11

15

木
栃
も拡大しました︒

万余

市９町あり︑現在は

温暖の地であり︑旧国名﹁播
磨﹂

中核市として人口は
人を数えています︒

キロメートル

ＪＲ姫路駅と向かい合う
大手前通り

先には︑平成５年に法隆寺
とともにユネスコの世界文
化遺産国内第１号として登
録された国宝姫路城が威容
を誇っています︒
江戸時代︑関ヶ原の戦い
の後︑慶長５年︵１６００
年︶に徳川家康の女婿池田
輝政が姫路城主となり︑豊
臣秀吉が築いた三層の城な
どの大改築に着手し︑慶長

30

10

53

31

庫
兵
年︵１６０９年︶五層七

30

92

50

なつおとめ

11
13

階の大天守をはじめ三つの

20

とちひめ

15

1

スカイベリー

ha

30
14

とちおとめ

60
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カシオ計算機の
﹁ＳＡＮＢＯＨ 販売管理﹂

中小の菓子製造・販売業の事務合理化
軽減税率にも簡単に対応
菓子製造・販売業も取引の増加に伴い︑納品書や請求書発行をはじめとする

月からは軽減税率制度が実施され︑食品販売を行う事業者

事務作業の効率化や︑データ管理・分析による売上や粗利の管理が経営重点課
題となる︒加えて

︶ を 提 供 し て い る︒ こ れ は︑ ユ ー ザ
https://sanboh.casio.jp/

軽減税率導入
へのサポート
も充実
軽減税率制度の施行
は︑中小食品取扱い業
者にとって従来以上に
事務処理業務が煩雑に
なることが予想される
だけでなく︑４年後に
導入される適格請求書
等保存方式︵インボイ
ス制度︶も見据えた対
策が必要となってくる︒
その中で﹁ＳＡＮＢ
ＯＨ販売管理﹂は︑ソ
フトをバージョンアッ
プするだけで︑消費税

対応︒得意先への販売

への軽減税率にも対応

率の引き上げと食料品

トも専用アカウントを通じ

インターネット上で閲

﹁ＳＡＮＢＯＨ 販売管

覧できる食品業界向け

でき︑手間がほとんど

経営支援ポータルサイ

かからないのもポイン

ト﹁ Ｓ Ａ Ｎ Ｂ Ｏ Ｈ Ｔ

〜請求などの売上管理

に在庫管理までも普段

を運営しており︑軽減税率

をはじめ︑仕入〜支払

使っている伝票のかた

制度で取るべき対策やＨＡ

てリアルタイムでデータを

また︑使用頻度の高い４

で︑スピーディーに過去デ

確認できるので︑経営相談

００種類以上の豊富な伝票
ちで入力するだけで可

ータが確認できる︒

理﹂は︑ソフトを端末にダ

る︒月額利用料は９８００

書式データベースを備えて
能だ︒

れるエリアを枠でくくり︑

ウンロードして使用し︑デ

円︵ 税 別 ︶︒ デ ー タ の 入 力

いるだけでなく︑ユーザー

データは﹁電子帳票﹂

値や商品名を入力すること

トだ︒また︑同社では

・取込みなどはメインの端

が伝票書式を編集できるの

として保存されているの

などの仕入管理︑さら

末で行うが︑外出先でも受

で︑スーパーマーケットや

で︑検索したい項目が含ま

もしやすい︒

注入力や在庫などの情報照

百貨店︑ホテルなどに多い

加えて︑過去の取引

会ができるので︑取引先か

独自の指定伝票にも簡単に

ＯＷＮ﹂︵
https://san
︶
bohtown.casio.jp/

らの急な要望にも対応でき

ングのようですが︑独特な

ているところからのネーミ

っかりとした味わいながら

づかいが感じられます︒し

す︒

な風情が魅力を放っていま

発信している︒さらに︑軽

例など経営に役立つ情報を

ＣＣＰ導入のポイント︑事

も古のスタイルで残ってい

ついつい幾つでも口に運ん


る珍しいエリアです︒その

のは舟型の容器に生の羊羹

でしまう後味の良さがファ

羊羹の表面がまるで蓋をす

で食べられるところです︒

羊羹舟に流し竹皮に包んだ

な一枚板の﹃田舎羊羹﹄も

表面全体を糖化させた大き

も美味しくいただけます︒

と違ってどこか懐かしく味

が︑よくある充填式の羊羹

うになってはいるのです

酸素の袋で日持ちがするよ

ん︒もちろん︑現代では脱

ンを引きつけてやみませ

か？

されてはいかがでしょう

倉敷などと合わせてご旅行

素晴らしいエリアですので

もしれませんが風光明媚で

う︒観光地としては地味か

った名店と言えるでしょ

にわたる地域の歴史が詰ま

るそうです︒２５０年以上

り住んできたことに由来す

の由来は隣の古見村から移

さんは９代目あたり︑屋号

現在のご当主である福島

・６３１６・４７３４まで︒︶

ＳＭＢ営業部＝ＴＥＬ０３

ナーに関する問合せは同社

の詳細および軽減税率セミ

︵﹁ＳＡＮＢＯＨ販売管理﹂

成されている︒

取組むべき対策を中心に構

要だけでなく︑中小企業が

ナー・勉強会では制度の概

請に応じている︒このセミ

食品関連団体や組合等の要

ー・勉強会の実施について

減税率対応に関するセミナ

美作
地で最初に羊羹を作ったと

が流し込まれ︑一口サイズ

り︑古来より美作国と呼ば

るようにカリっと糖化した

昔ながらのタイプで︑独特

と
) いう

地域をご存知でしょうか？

いわれているのが１７６４

れた地域のことです︒それ

ころが食べ頃とされてい

その中央部の落合という

な地域でもありました︒

る盆地を中心に農業が盛ん

のはず︑大きな河川が流れ

そうな響きです︒それもそ

にしても︑なんとも美味し

高瀬舟羊羹という商品

て︑羊羹の餡が呼吸した息

た古見屋羊羹さんです︒

に
) 創業され

は︑かつて運搬の主流をし

明
( 和元年

地域が現在の真庭市になり

めていた高瀬舟の姿を模し

年

ますが︑不思議なことに羊

み
( まさか

現在の岡山県北東部にあた

古見屋羊羹

る︒税理士やコンサルタン

ータはクラウドで管理す

Ｉツール﹂などで︑菓子製造・販売業の様々な課題を解消できる︒

トパネル﹂や︑膨大なデータを瞬時にわかりやすいグラフにして分析できる﹁Ｂ

求している︒さらに未収金の発生や在庫の欠品リスクなどを知らせる﹁サポー

理用ソフト︒業務内容に応じてローカルとクラウドに環境を分け︑利便性を追

ー自らが伝票書式を編集でき︑得意先の指定伝票にも簡単に対応可能な販売管

販 売 管 理 ﹂︵

＝東京都渋谷区︶では︑区分記載請求書対応の新たなシステム﹁ＳＡＮＢＯＨ

で中小企業向けに販売管理システムを開発・販売してきたカシオ計算機︵本社

そのような課題を解決できるのが販売管理システムであり︑例えば︑これま

にとって︑それらへの対応は欠かせない︒
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全菓連では︑全国組合幹部研修会で山本昌仁氏︵た
ねやグループＣＥＯ︶を講師に迎え﹁お菓子屋の経
営改善﹂をテーマに講演を行いました︒

方針というか︑経営の道の
ようなものをひそかに持ち
合わせているような気がし

和菓子舗としてのたねや

いうような看板を出したり

く書き︑小さく﹁種家﹂と

です︒だから︑甘味と大き

恥ずかしい思いをしたよう

ねや﹂なのだと︑ずいぶん

さて︑私は

た文字ですから︒

平仮名は日本人が創り出し

幸いでした︒何と言っても

やさしく如何にも日本的で

ですが︑平仮名であるのも

ます︒非常に感覚的な判断

は︑明治五年︑近江八幡に

したこともあったようで

修行時代

創業しました︒江戸時代に

ねや﹂を生業としていたの

う︑すなわち︑文字通り﹁た

すから︑その後は種苗を扱

に浮沈というものがありま

や﹂という三文字は語呂あ

し︑今思えば︑この﹁たね

ったことがあります︒しか

って﹁たねや﹂なんやと思

めたころ︑なんで菓子を作

す︒この私でも物心つき始

りません︒お二方の偉い先

ら︑当然修行しなければな

継ぐ限り職人の世界ですか

いうことですが︑菓子舗を

すからまだまだ新米社長と

社長を交代し︑現在

歳のとき︑

は材木を商い︑商いには常

ですが︑廃藩置県の翌年︑

生につき︑約

歳で

菓子屋をはじめたというわ
いから見てお菓子の素材の

その①

な﹂と言われた︒それはも

と思うだけでもう終わりや

で︑この山本昌仁が後継ぎ

先代が築き上げてきたもの

という凄い会社は先々代や

に立たされ﹁現在のたねや

っとこっちへ来い﹂と壇上

て行ったのです︒が﹁ちょ

ら︒今でも当時の事を思い

行は修業とは言えませんか

すぐ忘れてしまうような修

のことだったのでしょう︒

た︒先生はそれを見越して

目のある修行の成果でし

てもらうよりもずっと効き

と親切に菓子づくりを教え

です︒しかし今から考える

くなるほど悔しかったもの

した感食のものでは︑この

が︑あのちょっとパサパサ

ドイツらしいお菓子です

少パサパサとした如何にも

といえばカチッとした︑多

ことです︒バームクーヘン

占めるとは思いもよらない

プの売り上げの半分近くを

それが︑現在たねやグルー

製造販売していたのです︒

も出して欲しいとの要請が

にぜひ洋菓子部門のお菓子

えていたのですが︑その横

はすでに和菓子のお店は構

大阪梅田の阪神百貨店に

ものでした︒

ねやの負のお荷物のような

らかと言えば︑洋菓子はた

が︑それも県内のみ︒どち

ちろん販売していたのです

一点突破の戦略です︒しか

う戦略を立てたのでした︒

らばそれ一本でいこうとい

のこもった答えでした︒な

ある﹂という答えでした︒力

クーヘンなら絶対に自信が

何かと訊ねました︒﹁バーム

も売れる自信のある商品は

社長︶を呼び︑県外で都会で

場長や弟︵現クラブハリエ

うなものをそのまま持ち込

らば︑焼きたての丸太のよ

かご存知ないはずです︒な

はどのように焼かれている

客さまは︑バームクーヘン

にすべきか︒ほとんどのお

ーヘンをどのような売り方

りません︒では︑バームク

単に実現できるものでもあ

ものですが︑それはそう簡

ようということになりまし

う泣きたくなるほど悔しか

た︒適当なサイズにカット

ったものです︒今すぐにも

ことを百貨店側がすんなり

み︑目の前で切って販売し

と承諾するはずがありませ

し︑そんな無謀とも言える

キやモンブランなどの洋菓

ありました︒ショートケー

子です︒一つの商品の成功

片田舎の近江八幡ではとて

も受け入れてもらえないだ

出し感謝しています︒

ろうと思い︑味も食感もふ

鞄を放り出して逃げ帰りた

たようなものでした︒３番

する﹁カットバーム﹂とい

というコンセプトのもと展

ん︒一週間︑もしダメなら

さまと︑お菓子を作る︑い

開しています︒

にはそれなりの物語がある

わば作り手と︑販売をする

んわりとしたバームクーヘ

のか随分考えたものです︒

売り手との距離感です︒一

目の末っ子が京都でバーム

和菓子で成功すれば︑洋菓

う名で売り出しました︒瞬

ムクーヘンを追求したとい

子でも成功すると安易に乗

からこそ出来た冒険であ

く間に想像を絶する行列に

うことです︒その頃のたね

番理想的なのは作り手が直

り︑物語です︒

すぐにでも要望通り普通の

の製造を始めました︒後に

やの洋菓子部門では︑バー

ればとんだことになりかね

接お客さまに手渡すという

洋菓子店に変えますからと

始めたバームクーヘンはた

ムクーヘンの他にショート

ない︒その頃の洋菓子の工

洋菓子といえば︑県外に

ので︑もちろん当初はごく

ねや流の味や質感に工夫を

ケーキなど他の洋菓子もも

ものです︒

小規模な家族経営みたいな

し︑当初は県内だけ︑主に

程までに忙しく︑製造が間

ンにしたのです︒小規模で

づくりの修行をしました︒

しい思いもずいぶん味わい

ものでした︒私の父は３人

近江八幡周辺だけで細々と

に合わないぐらいにまでお

したが︑近江八幡近隣では

が︑本当に菓子作りを直接

ました︒中でも忘れられな

兄弟の真ん中で︑言ってみ

に合わせなければと全員野

客さまがたねやのお菓子を

クーヘンとリーフパイの作

ほとんどがこの﹁たね﹂に

教えてもらったのは実質２

いのは﹁そろそろお前も講

れば兄弟で切りまわしてい

球をやっているような︑総

求めて頂いているのかとい

り方を学んできたこともあ

源があるという点でとても

年もあったでしょうか︒あ

演会について来い﹂と言わ

ような商いはやりたくな

力挙げてのものでした︒追

うことをきちんと検証しつ

クラブハリエ︑
近江のバームク
ーヘン

良かった︒すなわち︑種が

との８年間は︑先生の鞄持

れ︑いわゆる鞄持ちでつい

い︒田舎では毎日が歳時の

いつかない︒それがまた火

つ︑内に向かう理論武装を

なり︑注目いただけるよう

なければお菓子づくりは不

ちや食事の準備や着用され

たが︑即座に断りました︒

ようなもの︒だから︑その

をつけたように売れる︒う

やっておくべき絶好のチャ

半ば強引に賭けたのです︒

可能だということです︒そ

る服の準備などでした︒悔

出店させていただくなら日

つもりで︑毎日が歳時にな

れしい悲鳴ではあったので

ンスでもあります︒多忙な

出れば話題の洋菓子店がた

のような意味からも︑経営

店は出さない︒あこがれの

本橋本店以外は考えていな

るような和菓子を販売する

中にも︑多忙だからこそ一

なかなか評判が良かったも

に関わってくる何か大きな

本店づくりを﹂というもの

いという︑今から思えば冷

と決心したのでした︒

すが︑倒れてしまう社員も

菓子舗としての歩んでいく

って︑これからの時代︑洋

たねやにはもともと﹁家

です︒これは今でも実践さ

や汗ものの物言いでした︒

やはり人というものは︑

年ぐらい前までは︑特に

出て来るほどでした︒つい

べき未来と会社としての生

明治５年創業ですから︑

訓﹂とでもいうべきものが

れている新しい家訓とでも

ならば︑試みに２〜３カ月

特に大都会の人々は細やか

十二月に入る頃には毎日夜

き方を見出していくべきで

になりました︒現在﹁ショ

ありました︒それは︑決し

いうべきものです︒それな

という要請も﹁近江の商人

な四季の移ろいとか︑心や

中まで製造や出荷に追われ

す︒ただ︑漫然と忙しいと

ップ・イン・ファクトリー﹂

て支店を設けるな︑という

りの重い意義を含んでいる

︵あきんど︶は試みに店を

すらぐ﹁ふるさと感﹂のよ

ていたものです︒企画や事

いうのはむしろ危険でもあ

その頃︑考えていたこと

ものでした︒ましてや県外

家訓です︒それは︑どこへ

出すことなどといういい加

うなものから遠ざかってい

務職の者も総じて現場の応

ります︒このような意味で

があります︒それは︑お客

かりませんが︑近所でよく

のそれも大東京の日本橋に

店を構えようが︑その店が

減なことはしない﹂とこれ

ると感じます︒実際オープ

援をしていました︒今では

も日本橋三越への出店から

くさんあります︒そんな激

知られ︑また親しまれて来

というのですから︑先々代

きちんと個性を出し︑そこ

また思い切ったものでし

ンすると予想をはるかに上

とても考えられない︑従業

戦地で果たして成功するも

た店の名はそのまま﹁たね

もさぞ驚き

が二つとない本店であるよ

た︒まるで怖いもの知らず

回る大盛況でした︒一日し

員数３︑４００人の頃です︒

のです︒要するに和菓子よ

や﹂としたということです︒

且つ憤慨し

うな店であれ︑というもの

のようですが︑ついでに店

か売らないというお菓子も

りの日本人の口に合うバー

私で四代目になりますが︑

たことでし

です︒金太郎あめのように

は某老舗の横に構えたいと

いくつかあり︑午前中とか

は︑実に多くのことを学ん

年前に洋菓子

先代や先々代のころは︑お

ょう︒この

どこを切っても同じ金太郎

最後の詰めもしてしまった

だものです︒これを機会に

菓子も必要だということ

菓子を扱うのになんで﹁た

家訓を破っ

が出てくるようでは︑まる

のです︒もちろんこちらの

日本橋三越への出店が一つ

その後︑相次いで百貨店へ

で︑今から

どのような商いでも転換

たのが先

で没個性の面白味も新鮮さ

の転換期になったことは確

和菓子と言っても主な商品

点というものがあります︒

代︑今の山

も失われてしまいます︒で

午後三時ころには完売︑当

かです︒しかし︑こういう

は栗饅頭︑最中ぐらいのも

たねやグループにももちろ

本徳次名誉

意向もきちんと伝えまし

然製造が追いつかない︒残

語がありました︒当初︑大

のことながらそれなりの物

日本橋三越出店にも当然

は盆暮れにだけ歳時がある

和感を覚えました︒私たち

ると言われたことに対し違

手伝いました︒とにかく間

さかった私も弟ももちろん

多忙な日々でした︒まだ小

にもなりません︒なぜこれ

けで終わってしまっては何

忙しい時に︑ただ忙しいだ

をすることになりました︒

の出店が重なり︑全国展開

近江の片田舎に創業した

んそのような時期がありま

会長です︒

すから︑たねやグループに

業どころか目の回るような
に賛成した

阪の支店へというものでし

次号に続く︒

ものです︒

65

それは﹁支

20

日本橋の三越出店

した︒

私も若輩な

た︒ただ︑百貨店はいつ来

クラブハリエのバームクーヘン

を聞き大い

ても四季のものが揃ってい

山本 昌仁 氏（たねやグループＣＥＯ）

は本店しかないのです︒

お 菓 子 屋 の 経営改 善

がらその話

年間和菓子

けです︒その経緯はよくわ

49
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（９） 平成31年３月15日

代表取締役会長

西日本食品産業創造展では、菊地唯夫氏（ロイ
ヤルホールディングス株式会社
兼ＣＥＯ）を講師に迎え「ロイヤルホールディン
グスの目指す生産性向上策と働き方改革」をテー
マに講演会を行いました。

先月号より続く。

かを基軸に考えなければな

どういう考察を加えるべき

しようとしても応募は５人

起きていることは

く分解をする。従業員数分

私は分数を考える時によ

市場が成長して働く人が確

一番わかりやすいのは、

の象限が生まれる。

により新製品を開発してき

してきた。イノベーション

トが低い海外に工場を展開

率を上げるため、製造コス

してきたのか。例えば利益

産性のため、製造業は何を

世界のトップクラスの生

産性は上がる。

ば、利益率が上がれば、生

たり売上高が変わらなけれ

は上がる。もしくは１人当

の売上高を上げれば生産性

一定であれば、１人当たり

上げるためには、利益率が

売上高を見ると、生産性を

けだ。利益率と１人当たり

えるので、元の式に戻るだ

と売上高は分母と分子で消

上高に分けられる。売上高

売上総利益×従業員分の売

の売上総利益は、売上分の

ということは、働く人を確

り、働く人もいなくなる。

る。下は、規模は小さくな

あり常に競争にさらされ

ノベーションといって新し

ていくことはできない。イ

のキッチンだけ中国に持っ

ば、例えばロイヤルホスト

が外食でできるかといえ

さんあるが、こうしたこと

われた。学ぶべき点はたく

造業から学びなさい」と言

めに知恵を出しなさい、製

ス産業の生産性を上げるた

たので、行政から「サービ

ービス協会の会長をしてい

ないか。私は日本フードサ

ビス産業でもできるのでは

ただろう。同じことがサー

ろいろな取り組みをしてき

化を進め人員削減した。い

し、人員削減をした。ＩＴ

ため大規模な機械を投入

１人当たりの売上を上げる

た。利益率を上げてきた。

で、上に入る。働く人もフ

とインバウンドに強いの

やとコントラクトはシニア

我々の位置付けは、てん

そういうルールである。

じて規模を縮小するのは、

る。要は物を作ってから販

もあれば、３カ月の物もあ

売る。その時間が半年の物

で、安くストックして高く

ば物を安く作り、安く運ん

を考えたい。製造業であれ

同時性」というキーワード

「サービスの提供と消費の

より本質的な課題として

ビス産業の生産性だ。

か答えが出ないのが、サー

うなアプローチではなかな

は難しい。製造業と同じよ

れたら、投資回収すること

あるので１個ずつ機械を入

できる。我々は８５０拠点

きな投資をすれば効率化が

タであれば１つの工場に大

人当たりの売上高も、トヨ

ぐに模倣されてしまう。１

いものを生み出しても、す

保が難しくなるから、働き

市場は縮小し、働く人も確

を含めたその他の事業は、

そのかわりロイヤルホスト

けるのでこの領域である。

アの方々など多様な方が働

ンマの根源がある。

の難しさで、まさしくジレ

ービス産業における生産性

を締めてしまうことが、サ

てしまう。自分で自分の首

りが分子をもっと小さくし

要は分母を小さくしたつも

る。もしくは単価が減る。

なり、お客様の再来店が減

ですると、サービスが悪く

３人でしていたことを２人

員を１人減らした。今まで

性を上げろというから従業

論の例として、社長が生産

業の難しさだ。生産性の議

きない。これがサービス産

費されるのでストックがで

提供した瞬間、お客様が消

サービス産業はサービスを

売する間、長い時間がある。

ストは、原材料価格か人件
費しかない。そして原材料
価格を圧縮した結果、賞味
期限切れ、異物混入、虚偽
表示が起きているのかもし
れない。人件費を圧縮して
きた結果、ブラック企業、
過剰勤務を起こしているの

虚偽表示、ブラック企業、

賞味期限切れ、異物混入、

皆さんも同じだと思うが、

ことが起こる。食品産業の

外食は毎年ひやひやする

図ることをしていた。しか

り、機械を入れて効率化を

あり、海外に工場を移した

あったが、いろいろ手段が

きた。製造業も同じ局面は

で価格がどんどん下がって

最近、生産性はキーワー

なる。

その根源は生産性の問題に

て見直す必要が来ている。

く、外食産業のあり方とし

ものとして考えるのではな

きている問題を個別企業の

かもしれない。だから、起

こうしたことが起きると必

ドになっている。人口が減
少していく時代においても

し、外食産業はなかなか、

これまで自分たちがコント
持続性のある形で生産性を

そういうことができない。

本当にそうなのだろうか。
ールできるコストで何とか

ず「何々企業は何てひどい

年間続いたこと

デフレが

の特徴を踏まえ、どうした

ジレンマやサービス産業

縦に変化軸を置くと、消費

が関係する。横に時間軸で

齢化の進行と消費の二極化

費構造の変化では、少子高

えてしまうことは、市場は

必ず曲線で動く。よく間違

の中は直線では動かない。

費が大きくなっているだけ

を超えたので、たまたま消

と思う。団塊の世代が

れまで人口増加局面の産業

制約について話したい。こ

もう１つ、供給サイドの

要がなかった。これからは、

人のことはあまり考える必

店を作るかが大事で、働く

これから起きる大きな変化

できるはずである。ただ、

させていけば、会社は成長

る。逆に、あえて必要に応

ここがポイントになってく

ある。コントラクトはシニ

ランチャイズという手法も

保しやすい会社を作ること

やすく、他社よりも人を確

消費構造の変化と供給サイドの制約
（表２）

その③

ある。我々の事業のポート

しかこない。これはこれか

保できた企業のみが生き残

利益を出してきた。自分た

上げていくためには何が必

フォリオは、例えばてんや

保できる第一象限。これは

れ る マ ー ケ ッ ト に な る 」。

ちがコントロールできるコ

直線はずっと右肩下がりだ

や病院はシニアが強い。イ

今までのやり方を変える必

んだ」という論調になる。

生産性の分解（表１）

が、たまたま山が大きくな

らもっと顕著になってく

要はないから、規模を成長

ら答えが出せるのか。ポイ

縮小していくのに、たまた

化は画一性・スピード・効

らない。

慎だが、結婚式場は成熟市

っただけ。どちらも可能性

る。ということは、今まで

ントを２つ挙げると、これ
が二極化していくことは、

で、市場は大きくはなって

約は何も起きない。新店を

していた。そこには供給制

率性で、店をどんどん展開

を考える必要はなかった

は産業化の上で供給のこと

あることが必要だ。今まで

働く人を確保できる企業で

と「規模が成長して大きく

る。この話を従業員にする

キーワードは質の成長であ

象限の拡大である。ここの

働く人も確保できない第三

は、市場は縮小していくし、

を大きくしていこうという

限は、分母ではなくて分子

していくか。逆に左下の象

分母で、どうやって効率化

までの成長していく市場は

生産性の式でいえば、今

歳

からの時代、消費構造の変

いない、という仮説で、経

シニアの日常の数は増え

が、これからはお客様が喜

なり会社が存続していくの

から回復している。この反

だったものが、２０１２年

０年からずっと右肩下がり

消費市場の推移は２００

ているのかを見きわめる。

く、市場がどちらに向かっ

目に遭う。短い曲線ではな

くさん作ったら、後で痛い

代が来た」と思い、店をた

ただ、増える可能性がある

ム」は長く続くはずがない。

たら、この「ちょい高ブー

団塊の世代の消費が収束し

層、日常が減っていくなか、

日常がある。若い人、中間

バウンドがあり、非日常と

人、中間層、シニア、イン

戦略に落とし込むと、若い

ウンドである。それを経営

長していく。シニアとイン

る。右に行けば行くほど成

供給制約で市場の成長であ

が二極化していることと、

図を見せると、横軸は市場

私が一番大事にしている

トを

これで４つに割ると、４つ

確保しにくい領域となる。

すい領域と、下に行くほど

働く人が相対的に確保しや

は成熟市場である。縦軸は

バウンドである。それ以外

らない。常に新規参入者が

つまでたっても競争が終わ

る。すると起こることはい

るけれど人は幾らでもい

さい。上は、市場は縮小す

二象限と比較して見てくだ

20

人材確保（表３）

増加時代の展開である。今

20

は成り立つのでしょうか」

と言われる。私の返答は「第

次号に続く。

も上がる。

を大きくすることによって

けでなく、１人の付加価値

げ方は従業員を削減するだ

産性は上がる。生産性の上

し、分子を大きくしても生

くしても生産性は上がる

考え方である。分母を小さ

していく。

てくるので、成長市場だと

オープンするのでアルバイ

ぶことと同じくらい働く人

転の見方は２つある。１つ

のは、高齢者の絶対人数が

営戦略を考えている。

まうことだ。市場は縮小し

人募集すると、１０

を確保できるかの重要性が

はずっと右肩下がりだった

ある日常とインバウンドで

はわかるけれど、質で会社

直線が右肩上がりになった

高まってきている。

のではないか。もう１つは、

で、ＢをＡと勘違いしてし

ているのに「おれたちの時

すると、もう１つはインバ

人採用した。これは人口

表３

65

０人も来るので、いい人を

で、このマーケットを吸収

まブームが来たり、たまた

要なのか、何ができるのか、

場、一方で葬儀場は成長市

ンバウンドだったらシズラ

はお客様の満足度を上げる

人採用

場かもしれない。ただ、世

あると思うが、私は後者だ

ーが強い。

表１

ま景気がよくなったこと

菊地 唯夫 氏（ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ）

成長する市場もあれば成熟

生産性向上策 と 働き方改革

していく市場もある。不謹

ロイヤルホールディングスの目指す

化と供給サイドの制約を前

表２

提に考える必要がある。消

20

20
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その②

い︒何をもとに仕事をして

っていないし︑

年間採用

がなかった︒私が行った時

か打開しないとならない︒

いるのか︒企業としての背

に帰り︑社長に﹁大阪は潰
工場を売って利益を出すこ

ました﹂と答えた︒とんで
せません︒このままでは︑

年経てば ・５歳になる︒

ろいろ話すと︑それまで噂

で初めて事実を知った︒い

胸襟を開いて話すことがで

め談判した組合の人たちと

とで通した︒その時︑膝詰

用が失墜します﹂というこ

ス業では珍しく︑実際の経

理はすると思うが︑サービ

ＱＣやＰＤＣＡなど品質管

で使われていた︒製造では

ＣＡは私が育った三和銀行

ＤＣＡの手法である︒ＰＤ

毎月の実績と１カ月のカレ

考に︑過去４期分の実績と

銀行時代に使ったものを参

るため︑管理指標を作った︒

指標がない︒私は数値を見

し︑もっと凄いことは管理

当時残っていた工場は３つ

もできない︒もっと言えば︑

ら人を採用できない︒教育

ない︒でも︑お金は無いか

い︑後に引き継ぐ世代がい

もうみんな引退してしま

ので︑従業員と交流するこ

社の現状分析を徹底的にし

毎月が全部比較できる一覧

ナンスもしていない︒機械

入れていなければ︑メンテ

■日本菓子教育センター編集・発行

東京商工会議所では工業部会講演会において小澤
もない話で﹁ここで解雇︑

の平均年齢は

・５歳で︑

骨の部分が全くない︒当然︑

では聞いていたが︑本当に

きたので︑従業員の距離が

だが︑主力の総和工場は昭

年間計画や経営計画も無い

とはできないので︑再生改

こんなにひどいことが起こ

初めて縮まった︒それまで

ンダー︑販路を全部書き出

和

革に乗り出した︒それがＰ

労働争議が終わりません︒

るんだという状況だったの

営に使っていた︒それが身

し︑見える化した︒毎日︑

社会問題となり︑当社の信

労働争議が起きていること

で︑覚悟を決め﹁わかった︒
は幽閉みたいな状態で︑表

に付いていたので︑先ず会

を知らないのか﹂と︑そこ

徹底的に話を聞こうじゃな
に出ることもできなかった

年以降︑新しい機械も

いか﹂と︑全員４階の部屋
で膝詰め談判で︑３日３晩

表も作った︒それから︑組

た︒普通のロールケーキで

が正しいので﹁わかった﹂

はおもしろくないから︑生

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

俊文氏︵株式会社コロンバン代表取締役社長︶を講
師に迎え﹁社員の可能性を信じる〜コロンバン挑戦

は大阪に行ったことがな

の軌跡〜﹂をテーマに講演を行いました︒
先月号より続く︒

く︑監査役なので︑従業員
の顔も知らなければ︑組合
も知らなかった︒大阪に行
ったら︑４階建ての工場の

組合の人たちと
膝詰め談判で胸
襟を開いて話す
私が監査役の年︑前社長
一番上に支店長室︑和室︑
会議室などがあり︑私はそ

は残った３つの工場のうち
大阪工場を潰しにかかった

た︒感覚的にはとんでもな

これでどう再生するのかと

とはほとんどなかった︒こ

なるが︑現状分析して工場

大議論を交わした︒私も監

当社に残されている活用

へ行った︒

人

可能なものを整理しても︑

素人のたわ言といえばたわ

︑

こに入れられて︑

人︑物︑金が無い︒人も育

言だし︑無謀な冒険である

これまた不思議なので︑原

定価：3,500円（税別）

が︑１００名近い従業員が

何がひどいかって︑会社

ダメな部分があがってきた︒

ではダメなので︑次に作っ

から︑プロの職人から反対

は壊れ︑部品も無いから修

に企業理念も経営理念もな

たのは〝原宿ロール〟であ

を 受 け た︒﹁ で き る ん だ っ

理できない︒物は使えない︑

みんな生きる︒山本五十六

る︒原宿は日本で有数の観

たら︑とっくにできている﹂

織図が無い︒そういう状況

しかし︑この状況を何と

の言葉で﹁やってみせ︑言

光地なので︑日本中︑世界

と言われたが︑これも強引

から︑１つ１ついろいろな

に囲まれ﹁おまえは何者だ﹂

お客様がだんだん集まって

って聞かせて︑させてみせ︑

中から観光客が来る︒ただ︑

に押し切った︒

い会社だけれど︑数値に表

と質問された︒何のことか

とその場をおさめた︒東京

きてくれた︒試食したいの

ほめてやらねば人は動か

不思議なことに当時︑原宿

さないと何も分からない︒

全然分からずに行ったから

が〝東京サクサクチョコ〟

はあるだろうが︑何人かの

じ ﹂︒ ま さ に そ の よ う な 感

と名の付くお菓子がなかっ

の交流により︑初めてコロ

﹁何も知らないでここに来

ってこいと言われたから来

を作った︒大変な反対があ

方に﹁おいしい﹂と言って

じだった︒これが最初のヒ

ンバンという会社の人とな

おり︑強力な工場だった︒

たのか﹂と言われ﹁何も知

い︒広告宣伝もできない︒

ったが︑何とか説得して作

いただけた︒おいしいと１

ット商品になった︒

査役だから︑なぜ潰さなく

だから︑最後まで残ったの

らない︒とにかく社長に行

その中でエンローバという

った︒

人︑２人が言ってくれると︑

てはいけないか詳しいこと

だが︑そこで組合が労働争

う大変なものだ︒ところが︑

機械に目を付け︑なおかつ

意気揚々と東京駅のマー

人がどんどん集まって︑そ

人はいない︑お金も無い︒

議を起こしたので﹁小澤さ

その年に１回使っただけ

僅かに残っていたマーケッ

ケットに出したら︑全く売

ものを作っていった︒

ん︑悪いけれど︑大阪に行

で︑作る商品が無いので︑

トの中に東京駅があった︒

れない︒食べたら︑皆おい

２年間で３４０項目以上の

ってくれ﹂と言われた︒私

ほこりを被っている︒しか

東京駅をマーケティングし

りがわかってきた︒

工場へ行って１つだけ発

も︑そこのテーマパークは︑

てみると︑可能性のあるこ

は知らないが︑実情を聞く

見したことは︑エンローバ

取引を止めており︑機械は

宿と名を冠したお菓子を作

人︑物︑金が無い

という機械だ︒チョコレー

遊んでいた︒そういう機械

とみんなの言っていること

トを掛ける機械である︒こ

売り上げアップを狙うた

東京サクサクチョコ

れはテーマパークに商品を

のうち黒山の人だかりにな
った︒初日から仕入れた数

かなり高いハードルだっ

しいとは言う︒現場を見に

年ころだ︒

とが分かってきた︒売れて

が︑完売になった︒私は１

︑

を発見し︑使えるものはな

行ったら︑ショーケースに

た︒平成

納める時︑たった１回だけ

商品が並べてあるが︑販売

原宿ロール

いる商品はチョコレート商

次号に続く︒

った︒

で︑第２のヒット商品とな

を売る競争相手がないから

れは原宿と名の付くお菓子

り始めたら︑売れたが︑こ

時間をかけて開発した︒売

ても溶けないものを相当な

くなく︑下にざらめを敷い

筋が入らないようにし︑甘

のためカステラ風の生地に

縦に筋が入ってしまう︒こ

つくが︑少しでも丸めると

ステラはきれいな焼き目が

ろが︑四角い箱で焼けばカ

品なのに︑意外と売ってな

た︒それまでは素人の考え

人︑物︑金が無いが︑ヒ

作って下さい﹂といわれて

た商品なんか売れっこない

地はカステラにした︒とこ

たいな形だ︒教育を受けて

と決めてつけていたが︑売

ればいいと思った︒これも

ないから︑お客様と全然対

りに行かないと売れないこ

めには︑ヒット商品が１つ

発想できない︒そ

話もしない︒そこで私は︑

とに気が付いた︒販売スタ

週間立ち続け︑連日完売し

れを工場に持ち帰

白衣と帽子を被ってショー

ッフも私のように声を出し

スタッフはただ立っている

り﹁うちにはおい

ケースの前に立って商品を

て売るようになったら︑１

いことに気が付いた︒お菓

しいサブレがある

持ち︑朝から晩まで売り続

億２千万円売れた︒

ット商品を作って売り上げ

じゃないか︒これ

けた︒ただ︑売り続けても

商品が売れてくると︑そ

買った機械である︒その値

にエンローバの機

仕方がないので︑試食で直

こから人の変化が出てき

た︒そこで初めてうちの販

械でチョコ掛けを

接召し上がっていただき︑

た︒要は自分たちの物はい

だけで売っていない︒お客

したら︑おいしい

会 話 し た︒﹁ お い し い で す

いものである︑あるいは売

子屋ではなく︑素人の銀行

お菓子ができるん

か︑おいしくないですか﹂

れるという自信を持てば︑

を上げ︑利益を出すところ

じゃないか﹂と言

﹁何がいいですか︑何が悪

段が何と３億円︒人︑物︑

った︒プロの職人

い で す か ﹂︒ こ れ を し た ら

売スタッフに︑変化が起き

から銀行員のたわ

様が来たら売ってあげるみ

言だと一蹴された

全菓連斡旋図書

25

46

56

員だから︑そんなことしか

18

決定版 和菓子教本

10

50

いのかと考えた︒

小澤 俊文 氏（株式会社コロンバン代表取締役社長）

﹁チョコレート掛け商品を

コロンバン挑戦の軌跡

までいかなければならな

17

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）

社員の可能性を信じる

金がないのに︑３億円とい

東京サクサクチョコ

原宿ロール

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

50

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

40
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【基礎編】
鈴木 信明
氏
％

ミキシング：低速３分

低速３分

分

分

切れ

下

℃

成形：❶チョコとナッツの

分（

❷チョコロール

分

約

❷上火

塗り卵後、あられ

下火１８０℃

目を４本入れる。

分

２１０℃
約

塗り卵

バトンショコラ

【仕上げ材料】

糖をふるう。

13

パン

％） ❷約

最終発酵：❶約

火１８０℃

焼成：❶上火２１０℃

60

パン講習
日本菓子専門学校 講師
チョコチップ………

速５分

【工程】

【配合】

バター・スイートチョコを

チョコブレッド

強力粉……………１００％

中

パン酵母（生イースト）
入れる

中速４

………………４％
高速２～３分
ナッツ用の

分～均一に混ざるまで。

低速２

％

℃

分割：❶３００ｇ（ナッツ

分（

℃

捏上温度：

入り） ❷
ベンチタイム：

ｇ（ノーマル）

％

％

％

％）

発酵時間：

％

ナッツ類を入れる

ツ類を混入する。

パン生地必要量を取りナッ

捏ね上がり後

～５分

％

食塩………………１・５％
砂糖……………………

％

脱脂粉乳………………２％
バター…………………
全卵……………………８％
水………………………
スイートチョコ………
ココア…………………３％
ナッツ類
レーズン……………
クルミ（刻み）………
アーモンド（刻み）…

50
28

あられ糖
【成形】

スイートチョコ

【焼成】
製パンの焼成温度は一般

ガスをしっかり抜き折り

トチョコが配合されるため

この製品は生地にスイー

火２００℃で焼成します。

的に上火２２０℃以上、下

込み、閉じ口をしっかり閉

焼き色が付きやすいので温

❶チョコとナッツのパン

じてなまこ形に成形する。

チョコレートを線書きする。

❶余熱が取れたらスイート

【仕上げ】

度を下げて焼成します。

❷チョコロール
生地を楕円に延ばし、半

切れ目を入れない方にバ

分に切れ目を４本入れる。

トンショコラを２本のせて
巻き上げる。

弘氏を訪ねた。お菓子のう

子のうめだ】を営む梅田一

佐伯市で和洋菓子店【お菓

下さった地域の皆様である

す。更には、我々を育てて

る会社でありたいと思いま

感動をお客様にお届けでき

為の努力を怠らず、新しい

常に最新の技術を習得する

する為の進化も必要です。

るお客様のニーズにお応え

えます。同時に、多様化す

菓子を創る為の第一歩と考

り続けている。

の調整など店主は、こだわ

切りたという気持ちで在庫

ものはその日のうちに売り

できるだけその日に作った

きたての商品を必ず並べ、

だ。うめだの店頭に毎日で

おすすめできる商品ばかり

出すお菓子も自信をもって

その思いを指先に宿し生み

引されてきましたが、残念

分で、大分菓業青年会を牽

り人望も厚く、頼れる兄貴

ロック会長も務められてお

ロック大会が、開催されブ

年、初めて大分県で九州ブ

マイペースな人柄です。昨

温厚で人情味厚くちょっと

そんな店主の梅田氏は、

とかえさせて頂きます。

される梅田氏に、餞の言葉

りに頑張って下さい。卒業

しい）があふれるお菓子創

れるお菓子屋・笑顔（美味

これからも、地域に愛さ

を卒業になるとの事です。

•••••••••••••••••••

めだは〝私ども菓子店にと

と自覚し、可能な限り地域

お客様の笑顔が一番

今回は、青い海・きらめ

って、一番嬉しいこと〟そ

へ の 貢 献 を 図 り な が ら、

お菓子のうめだ
く清流・豊かな緑・そして

れは、お客様の笑顔です。

我々の基本理念であります

な食材を使用する事が肝要

慮し、可能な限り地域の旬

ます。食の安心・安全を考

食材を厳選する事だと思い

創る為に必要な事、まずは

す。又、美味しいお菓子を

創り続ける事だと思いま

って頂けるようなお菓子を

「美味しい」と、笑顔で言

その為に我々にできる事は

菓子や、日々の生活をちょ

特産のお土産の数々。和洋

感あふれる上生菓子や佐伯

丹精込めて創り上げた季節

用し、職人がひとつひとつ

伯市の産物を惜しみなく使

醸餡」この吟醸餡と地元佐

いて創った当店自慢の「吟

製餡、小豆一つ一つの皮剥

道産の小豆を手間暇かけて

度の高いものづくり〟北海

又〝まっすぐな仕事・純

回全

日〜３月４日、東

京・日本橋三越で第

は２月

回全国銘菓展を開催

合（理事長村岡安廣氏）で

全国銘産菓子工業協同組

第

恋ごごろ、和菓子

ブランドの餡が

包んでいる。

店が販売

ージし、生八ッ橋で桃餡を

の街に咲く花、舞妓をイメ

の「祇園の華（桃）」。祇園

写真上は井筒八ッ橋本舗

した。

ョンが行われ、

れた。本年は桜餅コレクシ

楽しむカウンターも設けら

菓子とコーヒーや日本酒を

トが販売された。また、和

４種の餡を食べ比べるセッ

て楽しむイートイン」では

コラボする「あんこを比べ

また、

菓子を創作した。

子」をテーマに、各店が和

今年は「恋ごごろ、和菓

渡っている名店が販売した。

では、全国にその名の知れ

国銘菓展を開催した。会場

•••••••••••••••••••••••••••••

ク長・大串久昭

全菓連青年部九州ブロッ
九州で一番広い町、大分県

ありがたい事に、お菓子を

です。但し洋菓子において

っぴり幸せにする焼き菓

ながら今年の３月で青年部

買いに見えられるお客様は

お客様に笑顔をお届けでき

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

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

店内風景

85

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。

お菓子のうめだ

ほとんどの方が笑顔でいら

は、伝統に培われたヨーロ

子。すべての商品に共通す

たらと思いますと熱く語ら

ッパの真正な食材も選択肢

るのは、うめだのお菓子に

れました。

に入れ、品質や風味におい

対するまっすぐな思いや、

14

っしゃいます。その笑顔が

て一番よいと判断した素材

16

いつまでも続いて欲しい。

を使用する事が美味しいお

73

27

28

15

下：チョコロール
上：チョコとナッツのパン

15
80

10
15
10 57
15 15 15

34

話 ０３－３４００－８９０１
電

73

60 27
60
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