通 常 総 会 、定 時 株 主 総 会 を 開 催

期定時株主総会を６月９日、東京・明治記念館で開

したことを宣言したあ

総会が定数を満たし成立

席会員数を報告し、通常

同様、１株

年度の賦課金は昨年度と

可決した。この結果、本

時上程され原案通り承認

円にするこ

と、議長に久村副理事長

査報告がされた後、同期

れた。若月監査役より監

並びに決算状況が説明さ

監事より監査報告があ

の件」が説明され、若月

書及び剰余金処分案承認

貸借対照表及び損益計算

報告書及び財産目録及び

先ず「令和元年度事業

臣官房・広報評価課情報

終了後、農林水産省大

た。（別項参照）

業の追加報告がなされ

心に、本年４月以降の事

ロナ感染症への対応を中

が指名され議事に入った。 ととした。また、新型コ

の株主配当金は１株につ

管理室保坂課長補佐より

き、普通配当百円（年

り、原案通り可決した。

貸借対照表及び損益計算

「マイナンバーカードの

・社長を議長にして議事

続いて「令和２年度事

％）とする原案が承認さ

積極的な取得と利活用の

剰余金処分計算書案承認

通常総会が開催され、出

続いて全菓連の第

期

書及び株主資本等変動計

業計画及び予算案承認の

促進について」の説明が

年４月１日から
の件」について営業概況

議案審議では「第
（平成
日まで）

事業を実施するための申

令和２年３月

者が加えられるように努

期

に入った。

件 」（ ２ 面 参 照 ）、「 令 和

あった。

れた。

２年度賦課金の件」は同

大を受けて、急遽、在宅

全菓連・ビル会社 普通配当百円（年 ％）
期通常総会、第

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長齊藤俊明氏）は令和２年度
第

会議は先ずビル会社か
ら始められ、出席株主数
と持株数を報告総会が定
数を満たし成立したと宣
言したあと、齊藤理事長

・ＥＣプラットフォーム

勤務（テレワーク）体制

コロナ感染症対策に係る

員の不織布マスクについ

アンケートで傘下組合

【参考】

査し採択を目指す。

供給計画は、不織布マス

給した（当初の布マスク

入し、県組合を通じて供

万枚の不織布マスクを購

ためのイベント

①菓子類の魅力を伝える

売網拡大のための取組

◎事業実施主体による販

有り）

全国縦断お土産まつり
（６カ所×２回（東西日

物袋有料化への対応

実施）

拡大の取組（公募による

２．地域における販売網

斡旋品としての供給を開

のプラスチック製紙袋の

プラスチックを含む規格

無料提供が可能なバイオ

６月より、７月以降も

①市町村域の取組

始した。（３面参照）
３．今後の課題

速しており、菓子業界と

ネット通販も普及が加
②都道府県域の取組（展

しての対応力強化が求め

③都道府県を超えた取組

府県

て、テレワークが急速に

ロナ感染症拡大を受け

られる。また、今回のコ

普及していることから、
日本洋菓子協会連合会ら

ームの構築

た共通販売プラットフォ

への対応

⑷在宅勤務（テレワーク） 要に影響を及ぼすと考え

今後の都心部オフィス需
とともに「菓子類販売促

・Ｓｗｅｅｔ Ｐｌａｚ

益に影響）。

られる（全菓連ビルの収
進コンソーシアム」を結

新型コロナ感染症の拡

ａ再構築

発信等）

（インバウンド向け情報

示即売会の実施）

都道

交流機会の提供

等の菓子類に関する体験

・スイーツ・ツーリズム

・展示即売会の実施

本に分けて各地を巡回））

２．プラスチック買

構築
請書を提出した。

情報を提供してきたほ

ての供給不安が明らかに

菓子類販売促進コンソー

⑴情報の提供

クに切り替えた）
。

・特選「お菓子の力」

参画等を通じた販売

を整備した。

か、農水省の求めに応じ

なったことを受けて、農

シアムで計画中の事業

今後、７月上旬までに

て地域の菓子製造事業者

林水産省から紹介された

（今後、変更になる場合

⑵不織布マスクの供給

めた。

本年４月以降対応の
事業報告

の窮状を調査し、各種対

輸入業者を通じて２８５

⑶菓子類販売促進緊急対

・優秀和菓子職人の集い
回全国和菓子甲子
園

・第
実施されることとなった

策事業」
を利用するため、 の開催または参画

②ストリートマルシェ等

令和２年度補正予算で

策事業への対応

各地からの企画提案を審

各都道府県菓子工業組

策の対象に菓子製造事業

症への対応

合を通じて、各種の新型

１．新型コロナ感染

④直売会や地域行事への

算書及び個別注記表及び

型コロナウイルスの感染防止のため開催は見送られた。

催。全議案を原案通り承認した。本年は業界関係が参加する懇親会は、新

56

50

成し、菓子類の販売促進

全国和菓子協会、
（一社） ③インターネットを通じ

47

31

31

20
56

55

全菓連
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（１） 令和２年６月15日

手不足なども生じてお

の安定供給への懸念︑人

ました︒

スクの斡旋を臨時に行い

いる衛生資材の不織布マ

②適正な食品表示の推進

普及に努めてまいります︒ に関する問題

切に対応するなど︑その
性化対策

食品表示法に基づく表

での菓子原材料を確保す

を注視しつつ︑適正価格

況及び国内農政の動向等

世界の穀物等の需給状

小企業︑地域経済にも波

済回復の効果が着実に中

の影響から立ち直り︑経

型コロナウイルス感染症

我が国経済が早急に新

は︑早急な需要回復を図
示が本年４月１日から適

るために小麦︑米︑小豆︑ 及するよう︑需要拡大︑イ

︵３︶原材料の安定確保

り︑菓子製造業は︑難し

るため︑関係団体とも協
用されています︒昨年９

砂糖︑乳製品等原材料の

令和２年度事業計画

以上の状況を踏まえ︑
力しつつ︑需要拡大のた
月までに改正された事項

︵２︶食の安全安心に関
をまとめて︑お菓子の新

安定供給対策の充実を国

層の充実等の施策の拡充

確保︑中小企業税制の一

ンフラ整備︑人材の育成

ます︒

業に取り組んでまいりま

に要請していきます︒

等

済報告によると︑
景気は︑ ており︑令和２年１〜３
中小菓子業界の発展に資
めの取組を推進します︒

の大幅減少となり︑イン
しい食品表示全体を網羅

また︑緊急事態終息後

月期の推計値は３９４万
する観点から︑以下の事

い経営環境におかれてい

・１％

からの訪日者数は急減し

新型コロナウイルス感染
人と前年対比▲

悪化しており︑極めて厳
する問題

日米物品貿易協定が発

す︒

新たな在留資格﹁特定

効し︑ＲＣＥＰ︵東アジア

バウンド消費もこれに伴

提供しています︒引き続

技能１号﹂や﹁日本の食

地域包括的経済連携︶交

えて︑不織布マスクや消

更に︑売上の減少に加

充実を求めていくととも

切な実施も含めて対策の

伝え︑緊急経済対策の適

染症による影響を政府に

新型コロナウイルス感

組合員の問い合わせに適

ところです︒引き続き︑

に組合員までお届けした

を１年分冊子にして２月

作成の手引書﹂の記録簿

業における衛生管理計画

き続き募集を行います︒

続き対応します︒

会開催のご要望にも引き

を提供しています︑講習

専用栄養成分計算ソフト

コンを利用した菓子業界

分表示については︑パソ

︵ ２︶﹁ お 菓 子 何 で も 情

図ります︒

︵５︶中小企業︑地域活

いて提言していきます︒

要すれば︑その改善につ

の情報提供を行うほか︑

を注視しつつ︑組合員へ

ように︑制度運用の動向

組合員に対する各種情報

報﹂コーナーを活用した

を政府に求めていきます︒

との無いよう所要の対応

子製造業が不利になるこ

係団体と連携し︑国内菓

策の動向を注視しつつ関

ています︒政府の対外政

を国に要請していきます︒

って大幅に減少すると見

ＨＡＣＣＰの制度化に

き︑適正な食品表示の推

文化海外普及人材育成事

渉等が引き続き進められ

毒用アルコールといった
に︑入手が困難になって

を継続実施します︒

︵７︶その他

報館﹂による︑消費者︑

の提供を一層充実させて

︵４︶人手不足に関する

先行きについては︑感
込まれます︒また︑緊急

対応するために昨年作成

進に努めます︒特に︑新

業﹂の活用が円滑に進む

衛生資材の入手難︑原料

物袋の有料化に対応し

︵４︶各県組合活動の支

食品ロス削減への対策

組合員への情報提供の充

いきます︒

した分かり易い冊子を作

染症の影響による極めて
事態宣言を受けて︑イベ

した﹁ＨＡＣＣＰの考え

たに義務化される栄養成

︵２︶原材料等の安定確

て︑バイオプラスチック

援

として︑全国一斉商習慣

実

①ＨＡＣＣＰ手法の制度

厳しい状況が続くと見込
ントの中止や国内旅行客
︵１︶新型コロナウイル
方を取り入れた菓子製造

新型コロナウイルス感

保対策等の経済事業︵全

を一定程度含んだ買物袋

組織活動対策補助︑菓

見直し運動についての情

︵６︶貿易交渉への対応

まれます︒また︑感染症
の減少も顕著であり︑土
ス感染症への対応

染症の影響により︑海外

菓連ビルへの委託事業︶

の斡旋を開始します︒

子祭り等の助成︑全菓連

報提供を行うなどにより

問題

が内外経済をさらに下振
産物菓子を中心に売上が

︵１︶需要喚起対策
①菓子の原材料の安定確

③全組合員を対象とした

ブロック会議開催補助︑

協力していきます︒

成し︑組合員の皆さんに

れさせるリスクに十分注
大きく減少するなどの影

①菓子需要喚起キャンペ
保のため︑関係団体︑企

ＰＬ共済保険制度のほ

パソコン導入促進融資な

化への対応等

意する必要があります︒
響が生じています︒

ーン
業との連携の下に︑国産

か︑引き続き任意ＰＬ保

２︑組合活動

るとされています︒

影響を注視する必要があ

全日本菓子協会が窓口
加工用米︑もち米︑北海

険の加入促進に努めます︒ どを行います︒

﹁お菓子何でも情報館﹂
に︑菓子工業新聞に取り
上げた組合員店舗の紹介

園大会日程 延期

全国和菓子甲子



併 せ て︑﹁ 組 合 員 様 情

となり菓子業界と砂糖業
道小豆︑天津小豆等の共

全菓連ホームページ

界が一体となって取り組

︵３︶全国役員研修会︑

３︑情報提供

同購入︑斡旋事業を引き
続き実施します︒

①毎年︑全中の助成を受

ブロック会議の開催

ある全国和菓子甲子園︑

を拡充するほか︑新型コ

各県組合情報提供制度

す︒ＨＡＣＣＰの義務化

等を行っているところで

︵﹁お菓子のレシピ集﹂︶

期します︒また︑情勢を

日程と応募締め切りを延

感染症の影響により大会

は︑新型コロナウイルス

全菓連青年部主催の第

②包装資材︑出版物︑プ

け︑全国役員研修会です

ブロック長会議︑各地区

ロナウイルス感染症対策

や新型コロナウイルス感

鑑み審査方法の変更をし

︵１︶菓子工業新聞︵全 ︵﹁各地の菓子店探訪﹂︶︑

に引き続き参画します︒

リンター︑アルコール洗

が本年は新型コロナウイ

ブロック大会の開催等の

の情報︑原材料情報︑需

染症対策などの時々の話

ます︒最新の情報はＨＰ

高校生を対象とした和

②新型コロナウイルス感

剤等の必要資材の斡旋を

ルスの感染防止の観点か

支援を行います︒

要喚起方策︑材料メーカ

題も掲載し︑その内容を

年度以降継続︶

染症の終息後は︑需要回

引き続き実施します︒特

ら︑開催中止とさせてい

︵６︶全国菓子大博覧会

ーの情報提供︑品質管理

回全国和菓子甲子園

復に向けた取組を強化し

に︑衛生資材の入手難に

ただきます︒

の次期開催地

今後とも充実していきま

認下さい︒

に掲載しましたのでご確

お菓子のレシピの紹介

ます︒
︵３面参照︶

対応して︑臨時に不織布

②各県組合相互の情報交

・表示に関する情報の提

す︒

11
供等により紙面の充実を

菓連ビルへの委託事業︶

③各県組合等が実施する

マスクの斡旋を行いまし

第 回全国菓子大博覧
会の開催地について︑引

28

菓子作りのコンテストで

菓子祭り等の需要拡大の

進のためのブロック会議

換並びに全菓連の事業推
されるプラスチック製買

た︒また︑７月から実施

す︒

取組に引き続き助成しま

︵平成

︵５︶青年部活動の支援

む菓子需要喚起対策事業

１︑事業環境を
巡る諸問題への
対応

金融資本市場の変動等の

しい状況にあります︒

51

令和２年４月の月例経

症の影響により︑急速に

全菓連
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令和２年６月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第975号

菓子販売促進緊急対策
準備を始めて︑各都道府

時間は短いので︑早急に

県域︑市域︑町域等︒

１．対象地域の範囲は︑

︿留意事項﹀

５．特定期間の行事のほ

駅等︒

場︑大規模小売店︑道の

える必要がある︒

度内には全ての清算を終

ントも可能︒ただし︑年

⑷賃金︵本事業を実施す

県菓子工にお渡ししてあ

以上の菓子店の参加が必
助成対象は︑以下のよ

るために直接必要な業務

か︑毎週行うようなイベ

例示すれば︑以下のよ
要︒
︵商工会等の関連事
うな経費︒補助率は定額

へ支払う実働に応じた時

２．事業実施は︑共同で

から４月までのいずれか

うな事業に助成可能と考
業者等との連携実施も可
︵計画が認められた範囲

給や日給︶

る申込様式で全菓連にご
菓子類販売促進コンソ
の単月の菓子類の売上高

えられる︵申請後に審査
能︒
︶
で全額︶
︒事業に対して

⑸委託費︵細かな要件あ

事業への応募について

全国和菓子協会︑
︵一社︶ が対前年同期比で８割以

ーシアム︵全菓連のほか

下︵２割以上の減少︶に
される︒
︶
３．展示・即売会や体験
支出されたことが明確に

の実施が原則︒最低３軒

全日本洋菓子協会連合
なったもの又はそれらが
①菓子のイベント︵菓子
教室など個別の菓子店の

相談頂きたい︒

会︑㈱ぐるなび︑㈱日本
大半を占める団体﹂が対
まつり等︶の開催

成員へは不可︒︶

旅行で構成︶は︑６月８
象となる︒

︿助成対象﹀

日に農林水産省へ菓子販

％以上は認められ

③菓子の即売会の開催

験交流会の開催

店の売上高要件を満たす

む場合は︑参加する菓子

に直接結びつく内容を含

①会場借料

⑴事業費

が必要︒

の通常業務とは区分経理

等に係る経費︶

査︑設計︑管理及び運搬

するために直接必要な調

⑹役務費︵本事業を実施

ない︒︶

り︒

④地域行事︵地域のお祭
必要がある︒団体︵県組

②会場設営費

⑺備品費︵直接必要な備

分かるように︑参加各社

り等︶への共同参加
合や支部︑一部有志︑○

③通信運搬費

品に係る経費︒リース・

利益︵宣伝効果を含む︶

業タイプ②﹂の活用につ

⑤菓子のコンテスト︑人
○協議会等︶で実施する

④事務機器等の借上費

レンタルが困難な場合に

②手作り菓子教室等の体

いて検討されたい︒

気投票の実施

場合︑構成員の過半が売

⑤印刷製本費

各地域では︑この﹁事

︿申し込み方法﹀

⑥スタンプラリーの実施

上高要件を満たす必要が

売促進緊急対策事業の応

プの事業であり︑正式募
⑦菓子店巡りツアー実施

募書を提出した︒

申請内容が承認された事
集は︑申請の採択後とな

︵事業タイプ①︶と︑地
で企画し︑コンソーシア

事業タイプ②は︑地域

ある︒

⑦情報発信費︵ＷＥＢに

⑥広告・宣伝費

⑻雑役務費︵手数料︑印

限る︒︶

イプ②︶
の２種類があり︑ ムに助成を申請するタイ

域における事業︵事業タ

シアムで取り組む事業

事業内容は︑コンソー

業に対して定額助成金が
る︒

４．会場は︑イベント会

内容の開催も可能︒

紙代︑社会保険料︑通勤

一方︑事業実施までの

よる情報発信の経費を含

費等︶

いずれも﹁令和２年２月

む︒ネット通販サイトの

できる新商品﹁バイオエ

夫にしている︒



▽大きさ及び価格
︵税別︶ 含まない︒︶

れれば︑助成対象となる

の実施に必要だと認めら

上記以外でも︑本事業

⑧資料購入費

ことがあるが︑例えばパ

販売額比例の利用料金は

ン・パックス製︶を斡旋

Ｓ・幅１９５×高３９０

⑨消耗品費

詳細は次の通り︒

する︒素材はバイオマス

㎜︵ マ チ １ ０ ０ ㎜︶
︑７

⑩製品買上費︵本事業で︑ ソコンなどの購入及びリ

コバッグ四季﹂
︵アンゼ

％配合した︑高

円／枚

景品・試供品を配布する

レジ袋有料化の対象外

密度ポリエチレン︵ＨＤ

М・幅２２０×高さ４４

ース・レンタル費用は︑

素材を

袋は︑有料化の対象外と

ＰＥ︶使用の環境対応型

補助対象外︒

含むプラスチック製買物

して７月以降︑プラスチ
なる︒

０ ㎜︵ マ チ １ ２ ０ ㎜︶
︑ 場合に必要な製品買上に
係る経費︶

れれば全額助成対象とな

商品︒バイオマス原料を

︵注 対象に細かな制約

るが︑一部が助成対象外

このため全菓連では︑

Ｌ・幅２６０×高さ４９

があるので注意︒︶

とされる場合もあるた

開始される︒ただし︑バ

０ ㎜︵ マ チ １ ４ ０ ㎜︶
︑

⑵旅費

め︑応募の際は︑事業費

②調査旅費︵各種調査︑

門家に支払う旅費︶

しておく方が良い︒

の一部は自己資金を用意
6

本事業は計画が認めら
す︑バイオマスマークも

９・９円／枚

①委員旅費︵依頼した専

８円／枚

表示されている︒

▽梱包数・１ケース５０

は１︐５００枚以上︑そ

打合せ等の旅費︶

は︑各都道府県菓子工業

1

汎用性のある形状と四
季折々の風物詩をあしら

ったりな上︑このような

れ以外は２︐５００枚以

⑶謝金︵専門的知識の提

組合に配布された案内文

県

０枚︑送料別︵

和柄の既製品は︑他にな

上で送料無料︶

供等で協力を得た人への

更なる詳細について
い︒また︑袋の厚みも重

▽申し込みは都道府県菓

い菓子折りに耐えられる

書を参照されたい︒

子工業組合へ︒

謝礼︒事業実施主体の構

よう︑同等品より厚く丈

都

った柄は︑各菓子店にぴ

使用していることを表

環境負荷軽減を目的と

ック製買物袋の有料化が

バイオエコバッグ四季を斡旋

これらを組み合わせた

認められるというもの︒

50

レジ袋有料化の対象外に

30

％以上

イオマス素材を

バイオエコバッグ四季

25
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（３） 令和２年６月15日

回全

その①

子屋をしていたのか︑商

さかのぼれるだろう︒菓

算をすれば︑２５０年は

代さかのぼれる計

大和の地に来る前は︑さ

子を献上した︒秀吉も大

一口サイズの小さな餅菓

るみ︑黄な粉をまぶした

子として︑粒餡を餅でく

人をもてなす珍しいお菓

ただいたのだろう︒天下

が︑作る材料は与えてい

鶯として︑それがすり込

緑の小鳥を描いたものが

えて︑梅にかわいらしい

な鳥である︒絵師が間違

はきれいだが茶色の地味

ンというか焦げ茶だ︒声

緑色だが︑ダークグリー

は︑緑の色素があるので

代目だから︑

売変えをしたのか︑どこ

層お気に召され︑鶯餅と

まれたのだろう︒

大手販売店やドラッグス

た ﹂﹁ 安 売 り 商 品 と は 違

上に品質の良い製品だっ

が︑約一カ月後︑肝心の

待ちわびていた訳である

が届くのを首を長くして

様に︑各組合員はマスク

さて︑全国各県組合同

が全国最後となっても︑

いことから︑マスク配分

思われる︒感染者がいな

えが広く浸透していると

の手洗い衛生励行の心構

務められており︑常日頃

シロップをかけるもの

ことが︑見え隠れする︒

たところ︑約二十万枚を

衛生励行岩手県
岩手県菓子工業組合

■日本菓子教育センター編集・発行

だ︒私は

から来たのかが伝わって

いう名前を賜った︒今は

らに

ないが︑４３０年に２５

た︒柑橘系で日本の固有

トア等の店頭にも並ばな

う﹂と︑ある意味︑品質

︵おしろのくちもち︶

歳半ばの方は︑

近の桜﹂を飾るが︑京都

種は２つしかなく沖縄の

い状況が続いていたこと

た︒今

お点前の奥伝には︑教科

御所の紫宸殿の前に︑上

シークワーサーと大和橘

の良い美味しいお菓子と

マスクは五月十三日東京

粘り強くお待ちいただい
また︑漢字を見てもわ

小沢仁

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

全国銘産菓子工業協同組合では︑第
国銘菓展において菊岡洋之氏︵本家菊屋・代

へ寄ってこい﹂と言って

座の政策をして﹁皆ここ

表取締役社長︶を講師に迎え︑講演会を行い
ました︒

本家菊屋の歴史
城下町を造り﹁ここで商

奈良では御城之口餅が

代続く古

﹁御城之口餅﹂という長

受け継がれ︑子守歌にも

私どもは︑

０︑３００年を足して７

い名前になっている︒も

な っ て い る︒﹁ お 利 口 さ

売するなら︑無税でさせ

ともと鶯餅は全国津々

んに寝た子にはご褒美を

い菓子屋である︒古いの

００年の菓子屋になる︒

浦々あるが︑時代が古い

あげよう﹂︑その次に﹁城

年︵天正

てやろう﹂とした︒秀長

ので︑御城之口餅が原型

之口ほど甘いものはあろ

だが︑奈良から出ていな

の１つという説もある︒

も同じように商人を集め

秀長公は私どもの先祖

なぜこんな名前になっ

いので規模的には﹁菓子

に﹁秀吉公をもてなす茶

御城之口餅

私どもはどこから来た

会をするので︑何か作れ﹂ たのかだが︑鶯といえば︑ 城之口﹂と歌詞に歌われ

た︒城下町なので︑今で

てきた︒また︑安土桃山

のかだが︑文献も口伝え

その歌で寝かしつけられ

屋﹂だ︒創業は１５８５

城や大阪城と同じよう

でも伝わっていない︒秀

と命令を下した︒当時︑

だろう︒しかし︑鶯は光

たようだ︒

どの職種ごとの町名が残

な︑黒い瓦に金を貼った

吉︑秀長の頃なので︑お

南蛮貿易でしか砂糖が手

まれる天守閣の礎石が出

といえば豊臣秀吉の頃
っている︒ただ︑残念な

金の瓦が出てきた︒天守

茶は千利休様から数え

たそうだ︒

も綿町や茶町︑大工町な

だ︒弟様の秀長が︑大和
がら開発され︑城下町の

閣は︑ばらばらにされ︑

が当たると羽のところ

年︶で︑天正

大納言で大和へ入られ︑
風情は無くなりつつある︒
をしており︑その際の発

に入らない時代だった

うか﹂︑﹁でんでん太鼓か︑

本格的に築城と城下町を
城壁は崩れそうなの

代目

は１６５０年くらいか

書に手前順が載ってな

から見て右手に橘︑左手

から︑岩手県内から感染

緑色を思う浮かべられる

整備された︒豊臣政権の

て︑お家元が

ら︑ようやく阿波で作ら

く︑先生が直接口で伝え

だけだ︒分析をしてみる

︑

京都の二条城に流用され

れ始めた︒はちみつも少

に桜がある︒それを模し

という話がある︒豊臣政

て︑ご指導いただくもの

しあっただろう︒それか

同様な﹁甘い反響﹂を頂

権の頃︑砂糖は南蛮貿易

者を出さない︑出したく

がある︒そこでは︑縁高

と体に良いものが入って

ら︑源氏物語に甘い葛を

ているのがお雛様の飾り

の輸入品しかなく︑国産

奈良にまつわるお菓子の話
大和橘
菓子の始まりは︑果物

戴し︑安堵したところで

で︑白い花と黄色い実が

る︒

ないという啓蒙運動と声

という菓子器に︑お菓子

着いているのが橘である

おり︑万能薬のようであ

煎じる甘葛︵あまづら︶

を１人前７つ︑５つ︑３

大和橘をＤＮＡ鑑定し

港の倉庫から︑岩手県組

た組合関係各位に紙面を

注文が組合に寄せられた︒ 岩手県食品衛生協会長も

ある︒マスクも勿論であ

煎が出てくる︒蔦の樹液

種と盛って出すが︑１つ

たら︑日本の原種であっ

がけの成果︑結果的に予

を集めて煮詰め︑水飴の

水菓子を添える約束事が

合チャーターのトラック

お借りし感謝申し上げた



で県内へ輸送となり︑翌

い︒

とだ︒今のお手前にも︑

受け付けた︒岩手県は﹁全

ヤ系の神事では︑柑橘類 ︵理事長齊藤俊明︶では︑ 超える多くの申し込みを

果物の原型は︑神様に

国唯一﹂新型コロナウイ

日には各支部を通じ組合

奈良女子大学が実験し

で︑冬の間に切り出した

をお供えする︒
日本でも︑ 新型コロナウイルスの動

お供えしたものだ︒ユダ

向に伴い︑全菓連より購

ルス感染者ゼロというこ

員へ配送された︒各組合

全国唯一の無感染︑

氷を氷室で保管し︑かき

買斡旋のあった不織布マ

ともあり︑マスク受注に

員事業所からは﹁予想以

菓子が果物を指していた

かるように﹁菓﹂は﹁果﹂ 柑橘類が位置付けられる

氷にする贅沢なものだ︒

が︑なかでも大和橘とい

スクについて︑県内組合

対する不安もあったが︑

た︒かき氷にあまづらの

の上に草冠があるので︑

う小みかんがある︒お雛

員・関係者に注文を募っ

岩手県菓子工業組合・

もともと果物が菓子だっ

様の時に﹁右近の橘︑左

次号に続く︒

ようにしたものがあっ

ある︒水菓子は果物のこ

るが︑齊藤俊明理事長は

90

たことがわかる︒お茶の

全菓連斡旋図書

26

掘作業で︑五重以上見込

御城之口餅

で︑５年前から修復作業

菊岡 洋之 氏（本家菊屋・代表取締役社長）

前の織田信長は︑楽市楽

御城之口餅（ おしろの
と
くちもち ）
奈 良の菓子 の歴 史

想を上回る多くのマスク

16

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,430円（税別）

15

決定版 和菓子教本

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

定価：3,250円（税別）

手

岩

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～

26

10

74

た︒本当にできるのか︑

本家菊屋

13

令和２年６月15日 （４）
（毎月 15 日発行）

聞
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業
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子
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第975号

以下︑鉾持・奉耕長・奉

例年なら近江神宮宮司

事のみ執り行われた︒

宣言が発令される中︑神

の拡大で全国に緊急事態

年はマスク姿の参列者も

乙女が植えられるが︑本

げ込まれた餅米の苗を早

行われた後︑御神田に投

行され︑神田清袚の儀が

野神社ご本殿で神事が斎

日吉神社と並ぶ官弊大社

社二座名神大﹂とあり︑

喜式﹂神明帳に﹁小野神

︵９２７年︶完成の﹁延

小野神社は︑延長５年

のみで粛々と斎行された︒

小野神社 御 田 植 祭 斎 行

︵土︶に斎行された︒新
耕使・唐櫃・早乙女・小

新型コロナ禍 神事のみ行う

新緑に包まれた小野神
型コロナウイルス感染症
間隔をあけ関係者
︵４名︶ であり︑祭神は︑第五代

社の御田植祭が５月９日
野神社総代と列をなし小
天皇孝昭天皇の第一皇
子︑天足彦国押人使とそ
の七世の孫︑米餅搗大使
主命で応神天皇のころに
日本で最初に餅をついた
餅作りの始祖と言われ︑
現在ではお菓子の神様と

野篁・小野道風などを生

この神社は小野妹子・小

けるよう︑一日も早く感

くの方々がご参列いただ

行されます︒餈祭には多

しました︒

とを神様にお願いをいた

して信仰を集めている︒

んだ古代の小野氏の氏神

染症が収束いたしますこ

柳正家を継いだとのこ

比べれば︑自分の菓子は

るように︑先代の羊羹に

る例と言えます︒

おいてかなり成功してい

和菓子店としては地方に

日本を代表する花柳界の

筋を通せ﹂は今も心に残

史となっているようです︒ ら継ぐ言葉﹁何か一つは

表立って同店のブランド

なく何名かの職人の方が

方催事では︑自分だけで

はいかがでしょうか︒

に︑皆様も足を運ばれて

光を放つ素晴らしい本店

和歌山県海南市に菓子

ました︒今年は全国的に

全国銘菓奉献祭が行われ

栄とともに︑新型コロナ

前山和範宮司が業界の繁

菓子が奉納されました︒

カーから約３００種類の

全国１７９社の菓子メー

行事は中止に︒神事では

会をと例年どおり菓子祭

子の神様﹂に感謝する機

が︑こんな時こそ﹁お菓

の注文も減少している

中止などが相次ぎ︑菓子

の影響で各種イベントの

た︒新型コロナウイルス

が置かれ︑参列者の椅子

として︑境内には消毒液

串を捧げた︒感染予防策

頭を深く下げて厳かに玉

持ち寄り参列︒参列者は

九州まで自慢のお菓子を

を開催した︒北海道から

た

じ

ま

疫病﹁新型コロナ﹂終息祈願も

や ミ カ ン の 神﹁ 田 道 間

新型コロナウイルスの感

ウイルス鎮静も祈願し

もり

守﹂を祭る橘本神社で４

染が拡大する中︑一部の

月５日︑第

事務局長・高橋義明

和歌山県菓子工業組合

た︒

て無事式典を終わりまし

た﹂と参列者に挨拶をし

祈願をさせてもらいまし

く笑顔で暮らせるようご

れ元のように戻り︑明る

﹁業界が疫病から解放さ

神事の後︑前山宮司は

中止となった︒

一緒に食事をする直会も

恒例の餅投げや神様と

も間隔をあけられた︒

回菓子祭・

橘本神社で菓子祭り



理事長・西沢勝治

滋賀県菓子工業組合副
社であり︑推古天皇の代
に小野妹子が先祖を祀っ

と︒何でも京都鶴屋鶴寿

まだまだとは本人の弁で

インタビューで印象的

街として有名です︒

現当主の須永友和氏

っている格言との事︒﹁一

を表現しており︑東京の

和歌山

て創建したと伝える︒
月２日には餈祭が斎

庵さんで修行中︑和菓子

すが︑実は全国の百貨店

だったのは︑業界的にも

られるようになりまし



初代の須永理一氏は︑

の技術だけでなく︑大切

催事などでは実演をいち

青柳正家様

群馬県館林市から出てき

な和菓子催事も担当して

た︒

て︑米軍でパン作りをし

東京・向島は︑今でも

少し前までは百件以上

﹁同業他社﹂が﹁仲間﹂
に変わってきたと感じ

早く行い︑多くの顧客を
ファンに持つまで規模拡

る︑と仰られたこと︒菓

学び︑今の商いの形がで

大されました︒羊羹の作

子屋の持つ見えない危機

ていたそうです︒当時の

り方ひとつ夏と冬で違

当主自ら職人仲間︑オ

感を肌で感じていらっし

子のレベルの高さを表し

ーナー仲間の間でも中心

い︑調整幅をよくご存知

ていると言えます︒その

的な存在であり︑今なお

ゃるようです︒

きたそうです︒先代から

様なバックグラウンドが

で︑その技術も同店の菓

の料亭が並び︑情緒ある
町並みがいまでも形成さ
れています︒その地にあ
って︑今なお格式高い暖
簾を掲げている和菓子店
が青柳正家さんになりま
年創業︑昭和
弟さんは有名な和菓子技

の技術継承の時間が少な

す︒昭和

術士指導員で︑それが今

東京・向島の老舗として

年ごろから向島に居を

構えておられるとの事︒

あり︑引く手あまたの地

い評価をされ︑一条実孝

は︑先代の急逝により一

代一菓﹂という言葉もあ

成式典で﹁乱れ菊﹂が高

より﹁正家﹂を賜り︑以

歳で青

祭壇に約 300 種類のお菓子を奉納

11

門から選ばれ︑

30

御神田

式典の様子

小野神社
かった分︑初代・先代か

尾関 勇

に至る技術系の同店の歴

【50】

第一回全国名菓奉献結

24

降は﹁青柳正家﹂と名乗

56

御田植祭

賀
滋
20
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（５） 令和２年６月15日

和菓子と感染症対策の歴史

禍で、

るこの鯛落雁が広まった

た。当時、同じ意匠で作

れ、伊賀にもみられると

の鯛落雁が、金沢にみら

だと思います。鯛落雁の

うに、繰り返されるもの

ようです。

この木型が当家桔梗屋

磨、猿ぼぼが赤
いのもそのため

木型が、歴史を超え、今

回復元できたのも、過去

いうのは、赤色の色素を

取るための紅花の流通と

からの警鐘ということで

と思われますので、全国

の老舗さんでは所蔵され

関係があるように思いま

織居に残っておりまし

ているものかと想像しま

です。寛政年間

感染拡大を祓うようにと

て、このＣＯＶＩＤ―

て、赤飯を食べ

の大流行におい
な死者を出しておりま

疱瘡見舞いの鯛落雁

ＣＯＶＩＤ―

を所有されている老舗さ

しょう。もし、この木型

この落雁が、明治以降、 活様式の中に赤色をふん

んがありましたら、ぜひ、

す。加賀は当時から、生

だんに取り入れた文化で

復元にチャレンジしてい

す。

２枚型となり、婚礼に使

すし、伊賀は当時、紅花

ただきたいと思います。

復元いたしました。おな

われる、厚みがあり、い

の産地でしたから。

三重県菓子工業組合副

ることと、赤い

日本経済は大変な苦境に
も多くの犠牲者が出てお

わゆる押物となって餡な

さて、こうした和菓子

す。時の天皇や為政者に

さらされています。ここ
ります。東大寺の大仏建

これは、彫りの浅い一

どを入れ込んだ派手なも

じ意匠の木型が、石川県

はなんとか耐え忍んで、
立や、
墨田川花火大会も、

した。それまで

枚型で、縁をチューブ状

理事長・上野支部・㈱桔

落雁を疱瘡見舞

想像もしていなかった感
疱瘡流行を沈めるため現

落雁といえば、

の、感染症対策の歴史、

観光物産館に展示されて

染症との闘いを乗り越
れたイベントですし、伊

のに代わっていったとい

いに使うという

え、業界として和菓子文

的なものが疱瘡
（天然痘） た。特に子どもの犠牲者

新型コロナウイルス影響

が戻ってくるのはまだ先

したが観光客、買い物客

宣言が全面解除になりま

•••••••••••••••••••••••••••••

ちなみに、疱瘡見舞い

に深彫りし強度を付け

武家が家紋に仕

達政宗の独眼も疱瘡によ

た、独特のポップな意匠

化を未来につないで参り

立てた小ぶりの

です。大きいものは三尺

梗屋織居代表取締役・中
物でしたが、こ

あったそうです。当家に

今回も、アマビエチャレ

のころ、一気に

残っていますのは、５寸

うのですね。

大型化し、赤く

５分、７寸、１尺、１尺

るものだそうです。

着色し、鯛などの意匠を

２寸と４種類ありまし

たいと切に祈願します。

具を部屋に飾る、という

取り入れるようになった

江戸時代にも、この流

っ赤な色が疱瘡除けによ

風習が生まれました。達

さて、日本の歴史上、

おまじないが発生しまし
いとなれば、真っ赤な玩

行が度々発生いたしまし

が多かったので、疱瘡を
た。疱瘡絵が流行し、真

感染症禍といえば、代表

です。
平安時代以降、
度々
封じ込めるための様々な

ンルのワッフル。もちも

上田さんの大好きなジャ

新店舗のメイン菓子は

の中心部にありマンショ

かったとのこと。宇部市

たより徒歩での来店が多

配していましたが、思っ

駐車場が狭いことを心

した。他にも店での接客

ることも提案してくれま

素材にデニム生地を入れ

す。またユニフォームの

ンは彼女によるもので

用している看板のデザイ

子供の家族５人で団結力

は変わりましたが、妻と

店舗を構えることで生活

ンジした理由のひとつ。

る家族がいるのもチャレ

このように助けてくれ

出自粛の影響で街中にも

い状況になりました。外

を休業しなくてはいけな

来客が激変した為、店舗

受け、県内の観光地への

大による緊急事態宣言を

新型コロナウイルス拡

となりました。緊急事態

会も中止になり書面議決

根県菓子工業組合通常総

各種イベントの中止、島

らっしゃいます。影響は

激変した組合員さんもい

人通りが減り売り上げが

生徒さんが初めての環境

しました。昨年の今頃は

を受けて今年度は休校と

型コロナウイル感染拡大

をしておりましたが、新

も５月開校に向けて準備

島根県菓子技術専門校

のようです。

ちの生地にフレッシュな

ンが多く、徒歩圏内の人

はもちろんのこと、スマ

菓子技術専門校 今年度休校

もちろん計画当時は外

クリーム、挟むのは定番

口は市内随一であること

を生かし、全力で臨んで

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

出自粛が続くことなど予

で自信のあるあんこの

ホを活用した情報発信、

います。この一体感が一

深いものです。

になります。

けの卸菓子製造を中心に

想になく、代表菓子のひ

他、
季節のフルーツです。 と商品に値ごろ感がある

店内ポスターのデザイン

番よかったことだと上田

口
とでしょう。

山

切りました。

新型コロナウィルスで
創業した万寿屋（代表上

とつである落雁や砂糖の

からこそ、近所の方が足

やＰＯＰの作成など積極

さんは話します。子供た

業

のお菓子は誰でも食べた

菓子業界が激変していま
田尚次氏）はこの３月、

盆菓子の製造を担ってい

そのほか生ういろうや生

を運んでくれたのでしょ

的に関わってくれるた

ことのある地元でなじみ

す。進物需要の縮小、土
ワッフルなど家庭のおや

た父親の引退にあたり、

菓子など低価格な出来立

う。

ワッフルに季節感をアレ

の年に生まれた長女は

島根県菓子技術専門校 ご案内

「万寿屋」店舗オープン

産菓子の販売機会の減少
つを中心に販売する店舗

同じように製造すること

てのお菓子が並びます。

ったそうです。開業費を

ンジすることで来店頻度

月頃に

務局・高島佐枝子

島根県菓子工業組合事

覧ください。

程を公開致しますのでご

はホームページに授業日

ります。今年の

来年の１月下旬としてお

た。令和３年度の募集は

が聞こえてくる頃でし

が打ち解けて賑やかな声

み、次第に生徒さん同士

の製あん等の授業が進

設の菓子づくりホールで

見学、砂糖の話、授業施

がら入校式に挑み、工場

・人間関係等に緊張しな

は皆様感じておられるこ
を工場横の隣接地にオー

が難しいため、直接販売

ちだけでなく、製造と販

プンしました。地場の有

め、大変心強い存在とな

そのような状況の中、

さて、お子様は３人で

飽きられないよう定番の

売も兼ねてより忙しくお

は売上獲得の手段でもあ

っています。下２人の男

力スーパーで扱う万寿屋

歳。創業

客様中心の生活になって
極力抑えるため、友人の

歳と 歳と

の子は口数が少ないなが

しまった奥様への感謝と

労いも忘れません。オー

らも、あらゆる面で頼り
歳。ロゴマークとして使

TEL…0836－34－2223

の向上に努めています。

山口県宇部市若松町4－19

15
大工さんと一緒に作り上
げた店は青を基調に親し

プン直後の慌ただしさを

乗り越えた家族で旅行で

も、と思っていますが、

店は休めるのかそれが心
配だそうです。

山口県菓子工業組合専
務理事・恒松恵子

12

みやすい外観です。助け
てくれる友人の多さは上
田さんのお人柄によるも
の。３月は３人の子供た
ちも春休み。家族総出で
オープンからゴールデン
ウイークの繁忙期を乗り

万寿屋

17

家族の力で新しいスタート

根

２００１年にスーパー向

上田尚次氏

18

島

19

重
三
大流行に見舞われ、多大

村伊英

19

ンジの流行にみられるよ

おります。

鯛落雁

風習が生まれま

鯛落雁木型

店舗データ

18

令和２年６月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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熊本市郊外のケーキ屋さん

の時に中学から家業の手

大学の文化祭があり、そ

学をしました。留学中に

出るためにアメリカに留

れるようになりました。

ったら自分のケーキが売

技術を足すようにしてい

の配合をやりつつ自分の

そこから少しずつお父様

えるものだと実感しまし

さや心に安心と満足を与

キやお菓子は人にやさし

域の皆様に感謝されケー

をはじめ余震に震える地

広くしました。熊本では

客さんの待つスペースを

テーブルを小さくしてお

ッフが取る方式に。陳列

客様のセルフをやめスタ

伝いをしていたお菓子を

緊急事態宣言が解除され

さんをやっていました。
れ、その時初めて自分に

と握手を求められ感動さ

らもオファーがあり技術

社長は講師として県外か

のケーキ屋さんで、柴田

や外出自粛の影響をう

がおとずれ学校イベント

そして今年、コロナ禍

様が多い時はテラスでお

お待ちいただいたりお客

ましたが、間隔をあけて

現在は熊本屈指の人気

た。

アントルメ菓樹は熊本
二代目で現社長の柴田

作ったところ
「ブラボー」

市の東区の郊外に位置す
技術があると認識しまし

変わらずお願いしていま

博信氏は家業を継ぐ気は

る洋菓子屋さんです。

緊急事態宣言を受け営

す。先の見えない事態で

待ちいただいたりマスク

業時間を１時間短縮し、

すがこんな時だからこそ

け、様々な対応をしなけ

２０１６年に起こった

レジ前にはビニールシー

スイーツで皆様の心がほ

者のみならず経営者とし

熊本地震の際は店内設備

トを張り、スタッフもマ

っこりと癒されるように

た。結局ケーキ屋になり

に大きな被害を受けまし

スク着用、健康管理（体温

安心安全なお菓子をお届

なく、サラリーマンにな

たが、駐車場や店の一部

計測）、手洗いうがい、ア

けしたいと思っています。

先代の頃は「松月堂」

を避難する人やボランテ

ルコール消毒の徹底。生

熊本県菓子工業組合事

ればならなくなりました。 着用やアルコール消毒を

ィアの人たちに開放し、

ケーキと焼き菓子の入口

て技術や知識を教えてい

いる事がわかり、お客様

地震３日後からは店にあ

たくなくてアメリカに行

日お酒が効いている商品

を見てケーキを作ること

を分け焼き菓子販売はお

ろうと大学に進学し家を

したが、実際売れるのは

は子供達にとって「まず

った材料で少しずつ営業

とになりました。
それから修行が始まり
福岡や神戸の洋菓子店で
修業をしましたが、神戸

ます。

いだ直後は最高級の材料

これまで作っていたお父

の大切さを知りました。

き、ケーキ屋になるんだ

の修行中にお父様が倒れ

にこだわった洋酒を効か

い」という感覚になって

という決意で帰国するこ

熊本に帰り家業を継ぐこ

様のケーキでした。ある

務局・野田尚美

せたケーキを作っていま

陳列テーブル

とになりました。引き継

コロナ対策で販売方法を工夫
店のみの販売だったが、

岡山市で珈琲の製造販売

か疑問があった。そこで

な大手まんぢゅうの新た

カフェでは、このよう

の知名度アップを図ると

全国から訪れる観光客へ

で提供する大手まんぢゅ

カフェ一押しは、蒸籠

米酒を用意。岡山県産「雄

わせとして地元酒蔵の純

茶に加え、新しい組み合

「備中白小豆」を贅沢に

豆ともよばれる岡山県産

ったぜんざいや、幻の小

うカフェ』を倉敷美観地

学生や家族連れの来店が

うセット。蒸したての大

区にオープンした。

伝統の味と時代にあわせて変化する魅力

ともに、積極的に地元企

店舗データ

屋常務取締役・大岸聡武

株式会社大手饅頭伊部

産品も充実している。

マスキングテープなど土

も購入でき、倉敷発祥の

にはカフェのほかお土産

「備前焼」を使用、店内

を代表する伝統工芸品

適。提供する器は、岡山

きながら食べるのに最

ソフトは、美観地区を歩

パン」や大手まんぢゅう

った餡を挟んだ「あんこ

製パンに大納言小豆を使

な魅力を発信するスポッ

大幅に増加、催事の出店

の良さを引き立てるよ

をしている「暮らしと珈

新業態への進出には、

大手まんぢゅう専用焙

う、豆から吟味、苦みと

使ったぜんざいのほか、

煎珈琲については、珈琲

甘みのあるブラジル産を

町米」を使って醸し、複

大手まんぢゅうソフト

を飲む人が増えた昨今で

使用。ほかの豆とブレン

手まんぢゅうに合わせた

は、和菓子に馴染みのな

も和菓子を楽しんでもら

ドせず、丁寧に深いりし

業とコラボレーション

琲」脇山社長に相談し、

い世代にも大手まんぢゅ

うことを目的とした。和

ている。餡の甘みと珈琲

トとしてメニューを提案

依頼も多く、県内外の百

オー
プン

昨年より販売を始めた

大手まんぢゅうカフェ

うの味に親しんでもらお

菓子がお茶に合うのはも

の苦みが口の中で調和す

テイクアウトメニューに

うと企画。大手まんぢゅ

ちろん、珈琲に合うとい

ることで、完成する味わ

雑な味わいなのにまろや

する一方、県内最大の観

うの味を再現するため

うのはよく耳にする。し

いになった。珈琲一杯で

飲み物は、専用焙煎珈琲

大手まんぢゅうの味に合

ルを目指す。

に、当商品に使用する自

かし、和菓子にも種類が

大手まんぢゅう２、３個

し、地域の魅力のアピー

んぢゅうをメニューに取 「大手まんぢゅうソフト」 貨店やショッピングモー

光地へ出店することで、

家製餡をたっぷり練りこ

あり、餡の味わいは店ご

を食べられる程マッチし

も力を入れている。地元

わせ、珈琲を焙煎しても

み、甘酒を加えた。餡の

とに違う。珈琲において

ており、専用焙煎という

内観

かで大手まんぢゅうにピ

ルで出店し好評を得てい

風味を活かしたすっきり

も豆の種類や焙煎方法で

珍しさから珈琲派の方に
蒸したて大手まんぢゅう

やラテ、厳選された玄米

や「大手まんぢゅう専用

り入れた『大手まんぢゅ

外観

株式会社大手饅頭伊部
屋は、看板商品の大手ま

とした後味で、長年受け

千差万別。そのような曖

人気が高い。

住 所…倉敷市中央 1－4－18
T E L…086－421－3700
営業時間…10：30〜18：00（L.O17:30）
定休日…火曜日

ベーカリーと開発した特

らうことになった。互い

継いできた味を新たな切

昧な提案をしても良いの

大手まんぢゅうカフェ

ッタリだ。自家製餡を使

る。

り口で表現した。工場売

なった。

焙煎珈琲」がきっかけと
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アントルメ菓樹

という屋号で和洋菓子屋

熊本地震を乗り越え
そしてコロナ禍

アントルメ菓樹

本
熊
山
岡
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（７） 令和２年６月15日

負が決していると言って

二木の菓子の独自経営戦略」をテーマに講演

師に迎え「お客様を笑顔に！地方を元気に！

人氏（株式会社二木・代表取締役社長）を講

全菓連では、全国組合幹部研修会で二木正

ムは誰がケガをして、誰

る。今度、当たるＡチー

前から情報合戦をしてい

も過言ではない。ゲーム

どういうプレーをしてい

がポイントゲッターで、

るのか。全部リサーチす

年前、
４年生が卒業し、１年生

大学のスポーツも同じで

レーや戦い方を決める。

る。それで自分たちのプ

を行いました。

先月号より続く。
わっているので、その変

年前、

化にあまり気がつかない
が、
年前と追いかけていけ
ば、
えらく変わっている。 が入ってくるから、毎年

戦略の考え方
（基本的な経営
の方向性）
④情報→世の中が今＆将
今、コンビニの商品が中

その④

！

ボールをしていたから

リカはアメリカンフット

戦争で負けたのは、アメ

戦である。日本が太平洋

る基本になるのは情報合

立 て た ら い い 」。 競 争 す

集の仕方、その選択の仕

だ。今後もさらに情報収

そのくらい情報は重要

情報合戦で負けていた。

カに全部筒抜けだった。

日本軍の戦略は、アメリ

い」と経営統合となった

統合しなければならな

でも資本力を強化して、

戦うためには「日本国内

リカと中国のＩＴ企業と

ローバルな戦いで、アメ

千万人と大きくなる。グ

のだろう。これによって、

日本国内の環境は激変す

ードを持ち、戦略を変え

るだろう。お菓子は嵩物

ネット販売はもっと増え

る。売り方も変わるし、

ていかなければならな

で物流費がかかるから、

て、 調 査 し て、
「うちの

競争相手の企業と比較し

商売に置き換えると、

これも環境の

示法だろう。

ＣＰや食品表

のは、ＨＡＣ

影響してくる

る。皆さんに

アップされ

全がクローズ

食の安心・安

ため、日本の

グローバル化する。この

客が増えるので、さらに

万博があり、外国人観光

「では、こういう戦略を

ルスマンがいるんだ」
、

いんだ」
、
「どういうセー

会社はどういう商品が強

従って、生産性を上げて

が、必然となってくる。

ろな部分のコストアップ

コストも上がる。いろい

がってくる状況で、物流

ことになる。人件費が上

そのうち日本全国上がる

は１，０１３円に上がっ

である。東京の最低賃金

いく。その上、人手不足

体はどうしても上がって

かないので、総人件費自

いので、我々自体がスピ

のくらい環境変化が激し

今は一年一昔である。そ

十年一昔と言われたが、

さらに早くなっている。

れば、歴史の流れ自体が

成 年間の変化を振り返

令和の時代になり、平

されない。先行き不安の

が増えて、人件費に配分

るが、社内留保する企業

系が相当利益を出してい

な業界で大手企業や商社

商売をする。今、いろいろ

高くし、付加価値の高い

川、千葉、埼玉も上がる。 る。小さすぎる粗利率を

た。東京が上がると神奈

ため、社内留保している

と成立しなくなってく

ビジネスモデルにしない

みを変え、生産性の高い

中小企業は商売の仕組

まだ生産性自体が低い。

位だから、日本は、まだ

規模が単純計算で１億数

月の経営統合で利用者の

経営統合である。今年

は、ヤフーとＬＩＮＥの

今、商売で大きな話題

大きく変化するだろう。

た。今後もＩＴによって

し、価値が多様化してき

れによってグローバル化

とインターネットで、こ

業界は物流がポイントと

の大きい商品特性を持つ

ない。その時、我々の嵩

と、考えていかざるを得

け世の中が変わってくる

われた。しかし、これだ

ネット販売は難しいと言

い。平成の

年間はＩＴ

年の変化と令和

だ、
と聞いたことがある。 方が重要になってくる。

まとめ→平成
の厳しさ
平成 年＝ＩＴ
とインターネッ
ト 年前からの
変化

ー、２０２０年は東京オ

変化である。

いかなければならない。

から、景気には跳ね返っ

方を変える。

に展開しようなど、戦い

なったら、その人を中心

このプレーヤーは強いと

を変え、
プレーを変える。

わせてフォーメーション

リンピック・パラリンピ

また、働き

日本の労働分配率はＯＥ

とコラボし、新製品とし

ほかの業界のヒット商品

のは孫で、結構お金を使

る。お年寄りが一番弱い

か引き出すことを考え

が眠っているので、何と

る。結構広く、壁面にお

は、駄菓子コーナーがあ

うちの小売の郊外店で

い。

けのお金が流通していな

８３０兆円ある。これだ

ら「これで

せる。子供は計算しなが

と言って、自分で計算さ

か渡し「買ってきなさい」

円玉や１００円玉を何個

供を連れて来て、５００

め、個人の金融資産は１， いるのか。親御さんは子

て出荷したものが増えて

う。今、おじいちゃん、

んでいる。その時、子供

からで、特にお年寄りが

いる。開発費がかからな

おばあちゃんが孫に買っ

並べ、小さいカゴを用意

たちはものすごくいい顔

円だ」とお菓子を選

兆円を

冬にはクリスマスもあ

あるし、ハロウィーンや

や節句、その間に行楽も

事で使われる。ひな祭り

も悪く、商品は小さいも

合わない。スペース効率

は小さく、採算的に全く

面積が大きい割に売上高

格で、単価は低く、売場

がある。菓子業界は、こ

その真ん中には、お菓子

供の笑顔があり、いつも

像だ。家族の団らんに子

供の笑顔は、一番いい映

は、子供の笑い声だ。子

兆円のお金

いので、企業利益自体は

てあげるのは洋服が一番

している。お子さんはそ

をしている。そうすると、

る。眠っている

のだから、補充するのに

うしたものを提供してい

多い。大体

余計に増える。我々中小

多いが、お菓子も買って

れを持って、好きなもの

やめられない。この世の

円だ、これ

自体も付加価値を付け、

あげるよう老人にアプロ

を選ぶ。ただ、駄菓子な

中で一番心地よい音楽

は俗に言うタンス預金

そうした行事で、使って

手間が掛かり、人件費が

る。

で

粗利益自体を増やすこと

ーチする。お菓子は年間

円という価

で、銀行には入れてくれ

もらえるようにできない

かかる。では、何でして

円、

菓子のポットをずらっと

をしなければならない。

ので

ない。タンス預金にする

か。銀行預金など全部含

今、個人の手持ち財産

店駄菓子コーナー）

子の美味しさ
（郊外

のは、銀行金利が小さい

子供の笑顔とお菓

を通して、いろいろな催

テーマになる。

なり、いかに動かすかが

ック、２０２５年は大阪

方改革だが、

てこない。ましてや、大

カ国中

位であ

二木 正人 氏（株式会社二木 代表取締役社長）
ＣＤ

戦力が変わる。戦力に合

来どう変わるか？

っているが、

心なので、小パックにな

へ世の中がどう変わるか
うでもなかった。生活環

情報とは、今から将来

だ。これからは情報収集
境が変わり、買い方や売

年前はそ

して、近い将来を予測す
り方も変わって、商品が

また、フットボールで

変わる。

る こ と が 重 要 に な る。
年前と今では、流

通している商品自体がえ
戦う時、情報は重要であ

、

らい勢いで変わってき
る。ゲームをする前に勝

る。国内のネットでの販

きな変わり方をしてい

が出てくる。ネットも大

スで、もっと大きな変化

なり、ＡＩとロボテック

と発表していた。令和に

た。毎日、毎週、毎月変

「三種の神器」＝
ス マ ホ・ パ ソ コ ン
・カーナビゲーシ
Ａ Ｉ・
+

ョ ン、「 令 和 」 ＝
プラス
売額は、２００５年で３
兆円が、２０１７年は

？
+

平成の三種の神器はス

兆円と５倍も増加してい

地方を元気に
に！
従業員数を増

20

30

手の昔のヒット商品や、

10

30
15

30

る。先進７カ国では最下

50

二木の菓子の独自経営戦略
やさないと動

20

ロボティクス

マホ、パソコン、カーナ
る。

ク・ パ ラ リ ン ピ ッ

「東京オリンピッ

ビで、これらによって環
境が大きく変わった。令
和の時代、さらに大きく
早く変わってくるのは、

ク 」「 ラ グ ビ ー Ｗ
Ｃ 」「 大 阪 万 博 」

etc.→ 更 な る グ
ローバル化

二木の菓子 ビック館

10

93

30

10

２０１９年はラグビ

93

キャッシュレス、スマホ
決済、ＡＩによるロボッ
ト化だ。ヤフーとライン
の統合でも、ＡＩに毎年
１，０００億円投資する

20

30

20

30

30

36

20

お客様を笑顔
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第975号

％前後以

世間よしの三方は間違っ

は、産まれた時の喜びと

忘れてはいけないこと

かりだと思う。私たちが

たま大企業になってもし

とを忘れた企業が、たま

小企業であったころのこ

にならない」がある。中

者になるとろくな経営者

方がたまたま偶然、経営

ったころのことを忘れた

語録の１つに「社員であ

社員であれば、こういう

私は「五方よし」と言う。 ⑤が重き順番である。お

か苦しみ、楽しさで、忘

順番にはしない。自分た

売り手よし、
買い手よし、 集まりの方が労働組合や

れた時に悲劇が訪れる。

ちは大切されて当然と思

しい。①、②、③、④、

実感できる会社作りが正

資者・支援機関が幸せを

い者等社会的弱者、⑤出

地域住民ととりわけ障が

現在顧客と未来顧客、④

の 家 族（ 仕 入 先 等 ）、 ③

の家族、②社外社員とそ

を分解した。①社員とそ

である。このため、三方

トが当たらず、いつも陰

依然としてスポットライ

ているか。非常に薄い。

からだ」、「株主がいなけ

から給料をもらっている

がない、それはお客さん

少々犠牲になっても仕方

度を高めるために社員が

言 わ れ た。「 顧 客 の 満 足

るいは⑤を大事にしろと

学んだが、そこでも③あ

五十数年以上、経営学を

たはずだ。私はかれこれ

③もしくは⑤が一番だっ

営学とは、順番が違う。

にすること。今までの経

をかみしめるような会社

その家族が所属する喜び

めの活動のこと。社員と

その家族を幸せにするた

企業経営とは、社員と

と思うようなことをして

家族が、いかがなものか

したからだ。社員とその

しているという現実に接

く、社員の家族も大切に

い会社は社員だけではな

て、現実的に書いた。い

して書いたのではなく

家族」と書いた。理想と

だが、私は「社員とその

また、普通は「社員」

い。

げた経営学は教えていな

た。私は、今そんなばか

うな経営学を学んでき

となり、人を苦しめるよ

して、高めたほうがいい

でするべき仕事を２人で

の業績のため、本来３人

供のころは、ほとんど発

生んだ病なのである。子

ぜ発症するのか。社会が

ほとんどない。では、な

神障がいを発症した例は

ケースはままあるが、精

んのお腹の中で発症する

と身体障がい者はお母さ

者である。知的障がい者

えているのが精神障がい

的に負担がかかって、増

ほど増えてないが、精神

知的障がい者の数はそれ

最近は身体障がい者、

許されない。

ギス感がはびこる経営は

もりだ。会社の中でギス

族のような温かさ、ぬく

い。経営に大切なのは家

ら、大家族的経営が正し

し、ドーンと落ちた時に

は、黒字廃業である。そ

多い。しかも会社の半分

少ない。だから、廃業が

する。これは、まだまだ

社員とその家族は大切に

会社や外注である。社外

②の社外社員は、協力

しなさいと言っている。

にきた人にも親切丁寧に

に来た人、トイレを借り

た。このため、道を聞き

未来顧客の２つに分け

前だろうが、現在顧客と

③は皆さんには当たり

ていく。

り、精神障がい者は増え

らだ。これを直さない限

ひどい経営をしているか

病である。いい加減な、

らなので、会社が作った

逃れ、残った社員も満足

クビを切る。クビ切りを

がる。

いたが、実はもう少し下

るから、あえて並列に書

資本主義社会で生きてい

足度の結果に過ぎない。

配当性向だ」は４人の満

あ り、
「株価が上がって

関が一番喜ぶのは業績で

なぜなら、株主や金融機

念ではない。１歩下がる。

幸せになるので、並列概

を感じれば、結果として

書いたが、①～④が幸せ

⑤は出資者や金融機関と

乱発する。

り前なので、赤字国債を

ていたら税収不足は当た

業する。こんなことをし

上の利益を上げながら廃

％は

てないが、協力会社、外

っているが、それは違う。 れば会社という制度はな

はならない。会社は家族

壊者を生かし、創造のた

はどうするか。社長自身

するはずがない。

の中の

注企業、下請企業、障が

いから、業績で彼ら彼女

で家族で面倒みるのが一

めの破壊者を殺してしま

が自分のクビを切ればい

次号に続く。

症しない。社会に出てか

い者や高齢者、あるいは

甘やかすと人を大切する

はボクシングや剣道、柔

般的だ。夜中にうめき声

う。本物が辞めていくの

いが、ほとんどは社員の

を大きくしたものだか

地域社会の方々がどの程

成果主義をしていると負

道ではない。野球やバス

を出して徘徊をする人も

がその状況で、偽物はな

ことが、混同されている。 らに報いなさい」と。そ

社に対して警鐘を鳴らし

いい。どこに問題がある

けた社員と勝った社員が

ケット、ソフトボールで

いるので、おちおち寝ら

かなか辞めない。企業に

度の評価、位置付けされ

また、本当の強者は弱

かというと、多くの会社

できる。勝った社員は、

ある。それなのにどうし

れない。寝られない状態

ている。私が作った経営

者思いの人が多い。彼ら

は胃が悪いと言うが、私

負けた社員に勝つノウハ

て個人戦を強いるのか。

その②

彼女らの分まで頑張ると

は腸が悪いと言いたい。

ウを提供するはずがな

東京都菓子工業組合では、坂本光司氏（経営

いう人が本当の強者なの

胃が悪い場合と腸が悪い

高くして眠れる男と競争

学者・元法政大学大学院教授）を講師に迎え「人

前の経営学を個人戦でし

で「真の強者は弱者に優

風が吹き荒れる。本来な

しても、勝てるわけがな

といえば、誰かを犠牲に

る。三方よしではなく、

提示している計画があ

私が数十年前から世に

に平気でうそをつく会社

である、日本にはお客様

う。これが組織の原則論

苦しみもともに分かち合

しない。喜びも悲しみも

「五方よし」である。三
がある。社員に対してい
かがなものかということ

あるいは取引先に理不尽

い手よし、世間よし。自

社会よし。正三角形の三
な取引を強要するところ

をしている会社もある。

方よしではなく、五方だ
もある。私はそういう会

役職により順番が異なる

からまん丸に近い。もっ

分よし、相手よし、地域

方よしは売り手よし、買

五方よし

幸せにすべき人は５人

先月号より続く。

行いました。

を大切にする中小企業経営」をテーマに講演を

経営者は、社員とその
ている。ある分野を与え

こんちくしょうと思って

ら顧客満足度を高める努

切丁寧な対応をしない。

にもかかわらず、中でし
てしまう。
また、子供やご家族に

そんなことをしたら、ま
たその人の評価が高まっ

障がい者がいたり、ここ

景気・流行追随
経営はしない

回銘

日： 社 本 和 巳

雄氏（公衆衛生学・食品

文化短期大学）
、木島秀

氏（衛生法規、元名古屋

大学）
、

•••••••••••••••••••

日、第

行事予定

６月

和２年度製菓衛生師

らみんな悲しい酒じゃな

緒に過ごして面倒をみて

に預けず１日でも長く一

同じではない。時々勘違

ある。破壊という行為は、 ない。必ず落ちる。それ

もう１つは創造のためで

に合わせ、生産計画や総

品学、愛知文教女子短期

学 ）、 小 野 内 初 美 氏（ 食

理 論、 元 名 古 屋 文 理 大

校 ）、 鬼 頭 幸 男 氏（ 製 菓

古屋市

学 ）、 愛 知 菓 子 会 館、 名

菓奉献祭（献菓祭）、 衛 生 学、 名 古 屋 学 芸 大

景気・流行を追随しない。 出羽三山神社、鶴岡市

いい会社の共通項は、

の分だけ私たちがカバー

景気は必ず廃れる。廃れ

日、令

をする。これが本当の温

ない景気は存在しない。

７月９日～
かい経営論である。

はできて当然だから、そ

④は障がい者のこと。

家族が一番大事である。

しい、偽物の強者は弱者

手術の仕方も違うので、

いるから、勝った社員に

い。できなくて当然、我々

正しい経営、志の経
営をぶれずに行う

てしまうからだ。会社は

受験のための講習会、講
まで育ててもらったお父

ある一定のサイクルで、
家族じゃないか、チーム

また、破壊的な意見を

あろうがぶれない。愚直

師・９日：武藤由美氏（栄
さん、お母さんが少々な

好況と不況の波が必ずあ
じゃないか、みんな金メ

年も

言う人は、２つタイプが

一途でいい。

ある。１つは破壊のため、 る。流行は、

養学、名古屋栄養専門学
痴呆症状だったら、施設

年
ダルじゃないか、敗れた

好況だろうが、不況で

危機が迫っていると思う。

に冷たい」という言葉を

とんでもないことをされ

力をしなければならない

という人がいるが、やり

で朝８時に出勤し、枕を

たら大変な力を持ってい

作った。真の強者か偽物

かかってきた電話は、親

方ではなくて、あり方の

これで会社の中に冷たい

命と生活を守る。
社員は、 るなど、いろいろな人が

お客様ではなく、社員の

いるので、成果主義にそ

の強者かは、
すぐ分かる。 ている会社が多い。

いい企業、いい会社に

問題だから違いはない。

いか。せいぜい表彰状、

あげたいと思うのが真の

員計画や設備投資計画を

も続いたら流行とは言わ

10

菓子工業新聞送付先の
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。

い。また、負けた社員は

お客様を一番大事にす
れほどこだわる必要はな

社の条件だ。仲間意識や

は共通した経営がある。

赤字を垂れ流している会

金一封じゃないか。これ

いされ、破壊のための破

個人戦や抜け駆け、成

強者である。ぎりぎりま

個人戦経営をし
ない

61

10

仲間だ。一緒に同じ釜の

お互い様風土が、醸成で

一言でいえば誰も犠牲に

社、伸び悩んでいる会社

いい会社の共通項

ない。
その最たる経営は、 しない経営をしている。

きない経営はすべきでは

業種業態の問題ではな

にはどんな共通項がある

20
果主義をしない。
理由は、 が団体戦である。経営学

宛名・住所のご確認を
お願いします。

飯を食っている仲間を大

団体戦であるべき経営学

い。私たちの業種ではで

事にする。これはいい会

を個人戦でしている哀れ

か。自己診断をされれば

山形

愛知

場合では、当然対応策も

る。また、大事にしなけ

10

い。

13

ればならないのは同僚・

坂本 光司 氏（経営学者・元法政大学大学院教授）

中 小企 業 経 営

きないとか、やりにくい

30

人 を大切にする

さだ。チーム戦が当たり

20

第975号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（９） 令和２年６月15日

全菓連では、全国組合幹部研修会で太田和
隆氏（ダイヤ冷ケース株式会社・代表取締役
社長）を講師に迎え「店舗での販売方法の多
様化について」
をテーマに講演を行いました。

先月号より続く。

箱入りの焼菓子詰合せ

その②

パティシエ エス コヤマ

高単価どう売る

価格高い
アニバーサリー

、

６台並べてい
たのを

デコレーションケーキに

けれど、お客様の子供は

ークリームを買いに来た

これにより、今日はシュ

じでいろいろ提案する。

こで単価アップをはかる。 色んな特徴を押さえてオ

ならなおさらだろう。そ

いちゃん、おばあちゃん

いいいか」となる。おじ

ら、親は「まあこのくら

たのも事実だ。そこは、

ばいいか」ではなくなっ

少し前のように「並べれ

並べるところを作った。

デコレーションケーキを

ロンのほか、コーナーに

され、プチガトーやマカ

今も継続している。ただ、 な老舗店も少し前に改装

ような表現をしてくれる

レーションケーキでこの

とは知らなかった。デコ

今までそんなことできる

談が増える。お客様は、

はできますか」という相

こういう機会を提供す

老舗でもそういう場所を

ることで、デコレーショ

熊本県の八代の店のシ

老舗であろうとその方法

リジナル性を出していか

釘 付 け に な る。「 今 度 の

ンケーキやホールケーキ

ョーケースを見ても、プ

に違いはない。また、予

ことは、見て初めてわか

お誕生日はどのケーキが

の販売機会を増やしてい

チガトーをカラフルに揃

作って販売力を伸ばし

いい？見ておいてね」の

台売

なければならない。

ような会話が発生してく

く。かつては１日

すか、イチゴ

り、みんな店に来てくれ

「予約しに行こう」とな

数が、陳列数と一致する

平日の予約を含めた販売

が、たくさん並べると、

れれば上出来だったもの

の中でカラフルに見て楽

も一日で売り切れる。店

口約７万人の小さな町で

キもがっちりしたら、人

え、デコレーションケー

いう特製の予約を見せて

ーケースに並べた。こう

ョンケーキを作り、ショ

模した特製のデコレーシ

約を受けていた犬の顔を

的に並べている。すると

ショーケースだが、徹底

た。狭いので壁に付ける

ーキ専用の売り場にし

一部をデコレーションケ

ある店では、ケースの

するといい。

た。新しい店であろうと、 る。そういう情報発信を

る。いざ子供の誕生日に

が好きです

る。選ぶ楽しさを提供す

台並べ

ムがいいです

か、生クリー

ることが魅力になる。予

現象が起こる。

台売れ

されている。

しいという状況が、展開

作ってもらえるんです

おくと「こんなケーキも

れる。

お客様は選んでいってく

台並べると大体

どうですか」と勧めるな

を考え「こういうものは

のシーンに相応しいもの

れたら、パティシェがそ

もらえませんか」と言わ

華やかなケーキを作って

がして、盛り上がるよう

様がみえるから、見栄え

祝いに「１００名のお客

ろ う 」。 企 業 の 社 長 の お

ちごの乗ったケーキを作

「もの凄くたくさんのい

った。いちごが好きなら

をしようという意図があ

の予想を超えるサービス

００円のものを選んだ

さんにこんなふうに祝っ

ても「昔お父さん、お母

んでもらう。大人になっ

思い出を作り、記憶に刻

く、ケーキを中心とした

菓子のやりとりではな

の１コマを残す。単にお

時、写真を撮って思い出

したり、引き取りに来た

バースデーケーキを予約

この空間に子供を連れ、

残す。ケーキとお客様と

た」という写真を撮って

ケーキを作ってもらっ

台売れるのが起こって、

うれしいです、社長さん

た」と話したら「とても

をプレゼントしてくれ

日だというので、ケーキ

る。思い出に残るだろう。 が、○○ちゃんのお誕生

従業員の記念撮影もでき

ありがとう」という１文

彼は「うちの会社の社長

真が送り返されてきた。

が大喜びです」という写

ゼントした。すると「娘

東京の自由が丘の有名

増やしていくのは、店作

して、売り上げと粗利を

ったからだと思う。こう

づくり、コトづくりがあ

は、エスコヤマの仕組み

いう話が残るというの

ってくれたらいい。こう

るし、娘さんの記憶に残

彼にとっても思い出にな

をくれた。私にとっても

か。じゃあこんなケーキ

上げられるかに結構かか

数や売り上げをどれだけ

は、ギフトの買い上げ点

こで手土産が売れること

ん手土産はしかりだ。こ

さん売ることは、もちろ

くかだ。焼き菓子をたく

ジャンルをどう売ってい

もっと売ること。進物の

の２つ目は、焼き菓子を

業績アップのポイント

てあり、自分の買ったケ

日なので「これからお父

私も社員の子供が誕生

か。
「多くの種類がある

プロ集団として、お客様

次号に続く。

なってくる。

営の安定のバロメータに

そこそこ繁盛店という経

なる。進物が売れれば、

の予約数も高いレベルに

らデコレーションケーキ

単に売れる。ケーキ屋な

ている店は、手土産は簡

ってくる。ギフトが売れ

りの一環でできる。

ど、提案型の空間を作っ

てもらった」と思い出せ

ーキの写真が撮れる。エ

さんがこのケーキを持っ

るような記憶にしていく。

スコヤマのデコレーショ

て帰るから」と写真を撮

店の一角には台が置い

た。

る。

算は３０００円くらいと

か、フルーツ

（事例紹介）
有名なエスコヤマもオ
ープン当初は一台のケー
スの中にプチガトーがあ
り、デコレーションケー
キのコーナーがあって、
普通の売り方だった。２
年前、敷地内に建物を新
築してデコレーションケ
ーキ専用の売り場を作っ
た。独特な空間の中、い
ろいろな種類を並べ「こ
ういうケーキもできます
よ」とプレゼンテーショ

から選んで」も１つだが、 ン売り場のロゴが入った

って送り、ケーキをプレ

ういう売り場を作ったの

ところに「こんなすごい

ンしている。どうしてこ

うしても４０００、５０

たら１日大体

いですか、モンブランが

たくさんがい
ースメーカーとして「デ

どう差別化

エスコヤマさん
のバースデーケ
ーキの話

いいですか」のような感

売上利益
ジャンプアップ

30
思っていても、子供がど

ートが好きで

い。チョコレ

選んでくださ

す。しっかり

種類がありま

はこれだけの

の だ。「 う ち

台陳列するも

20

コレーションケーキを特
化し、
別扱いしましょう」

予約＝ロスゼロ
単価アップ

10

で利益を上げていかなけ
ればならない。

は、先ずホールケーキに

業績アップのために

個人店で強みが発揮で
力を入れていく。冷蔵ケ

菓子専門店の安
定経営

きるのはアニバーサリー
ースを見ると、かつては
尺くらいの大きなケー

ションケーキを並べ、下

バースデーケーキ
デコレーションケーキ
アントルメ

10 10

の部分で、挑戦していく
部分は進物だと思う。個
スを設置して、上の段に

プチガトーで集客する。
はプチガトーのような感

という店造りを提案し

に広がった。今までデコ

東京バナナ

20

人店では、儲けを出すこ
種類くらいのデコレー

次に、バースデーケーキ
じで、売れていた良き時

とは難しいものの、先ず

などで信頼関係を構築す

にくくなり「どうしよう

た。これがあっという間

しなくなった。ケーキ屋

る。
予約をもらうことは、 代があった。それが通用
お客様と店の信頼関係に

もっと売ろう

ギフト

手間 ロス
おやつ

集客力

お菓子屋さんの
強み発揮
ケーキ屋さんの最大の魅力

ご進物

レーションケーキを５、

太田 和隆 氏（ダイヤ冷ケース株式会社・代表取締役社長）

か」というので、冷蔵ケ

菓子専門店の安定経営

の数が増え、特徴が出し

コンビニ シャトレーゼ

ギフト
ロールケーキ
袋入りの焼菓子
カゴ入りの焼菓子
５個入りのシュークリーム

20

12
10

生ケーキ
バラ売りの焼菓子

おやつ

エス コヤマのギフトコーナー

店舗での販売方法
の 多様化について
てみやげ
価格安い
自分（家庭）で食べるおやつ

価格安い
自分（家庭）で食べるおやつ

ご進物
価格高い
アニバーサリー

てみやげ

なる。さらに、焼き菓子

菓子専門店の安定経営

令和２年６月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第975号

全菓連では︑全国組合幹部研修会で吉田圭良氏
多店舗展開を行うと受注

ん低下していく︒一方で

される方もいるが︑いま

業務が煩雑になる懸念を

︵リライズコンサルティング株式会社コンサルタ
ント︶を講師に迎え﹁ＳＮＳやＷＥＢ販売への対
やすべての店舗の受注業
務を一元管理できる便利
なシステムを月額１万円

応について﹂をテーマに講演を行いました︒
先月号より続く︒
なぜならネットショップ
程度で導入できる︒自社
サイト︑楽天︑ヤフー︑

は実店舗と違って１店舗
目の構築費用と２店舗

その③

を増やすためにヤフー広

い︑ヤフー内の購入客数

すために楽天広告を買

楽天内の購入客数を増や

物をしに行く︒そこで︑

フーショッピングへ買い

貯めているユーザーはヤ

％︑楽

各店舗の売上構成比率

大阪市内のＫ社における

良い︒私が指導している

り分けるのが最も効率が

できる旨の案内を行い振

ト内で各モールでも購入

客を呼び込み︑自社サイ

ト中心の販売戦略は中長

されるだろう︒自社サイ

上比率は伸びる事が期待

そのため自社サイトの売

来るようになってくる︒

報から探し当てる事が出

や商品を膨大なネット情

のお気に入りのショップ

％︑ヤフー７％︑ア

期的に見ても︑重要とな

は︑自社サイト
天

告を買う︑というような
ネットショップ事業の運

マゾン４％であり︑売上

こ こ か ら は︑
﹁成功を
つが言うまでもない﹃商

的に磨いていく︒その１

仕事への支障はなくすぐ

しかけた時があり︑幸い

る︒私自身一度体調を崩

いこだわりを持ってい

る︒低糖質というキーワ

写メールで送られてく

客様からの感想の手紙が

に︑社長の元に届いたお

私のところには頻繁

しても味が好きになれな

掛けているものの︑どう

に気を配った食生活を心

う内容だ︒日頃から糖質

んて感動しました﹂とい

のにこんなに美味しいな

水５００㎖︵１００円︶

が商品力は高い︒また︑

００円︶では︑後者の方

０円︶と水５５０㎖︵１

スだ︒水５００㎖︵１０

ればコストパフォーマン

商品力とは︑言い換え

ろう︒しかし忘れてはい

ばれ売上も伸びていくだ

れば︑多くの消費者に喜

る仕組みを作る事が出来

値を下げつつ利幅を取れ

ろん企業努力によって売

きていないからだ︒もち

品・サービスしか提供で

した意見は企業側として

なってしまうので︑こう

うしても今の販売価格に

製造量や工程の都合上ど

い﹂という意見である︒

に 次 い で 多 い の が︑﹁ 高

の中で美味しさへの満足

Ｆ社に寄せられる手紙

えているからだろう︒

に価値があると感じて貰

スの観点でみれば︑十分

い︒コストパフォーマン

く顧客はほとんどいな

の高さを理由に離れてい

かし不思議なことに値段

は辛いところである︒し

味しいという体験が期待

時︑感動する︒対して美

体験が期待値を上回った

る︒また美味しいという

時︑消費者は満足を感じ

待値とイコールになった

という体験が消費者の期

繋がったのだ︒美味しい

を作り︑どれだけ良いプ

ってくる︒

営をしていると︑事業全

これまで述べた内容

アマゾンと４店舗オープ

拡大に伴って収益力も順

目︑３店舗目の構築費用

サイト運営で気
を 付 け たい２つ
のポイント
体に占める販促費率が際

は︑あくまでもネットシ

ンさせたからと言って４

調に上がっている優良事

ョップ事業の根幹であ

が異なるからである︒ネ

限なく膨張していき︑結

業となっている︒各モー

る︒ＷＥＢを活用した販

２つ目のポイントは

果前述したＩ社のように

ル独自の広告費はほぼ使

売戦略云々を考える前

人の店長が必要になるわ

売り上げが拡大している

っておらず︑新規集客は

に︑必ず知っておかなけ

ットショップの場合︑２

のに赤字が続く状況に陥

自社サイトに集中︒その

ればならない内容だ︒こ

﹁自社サイト中心の販売

ってしまう︒

ため自社サイトのみの収

れらを押さえておかなけ

けではない︒ネットショ

一方︑自社サイトへは

支で見れば赤字だが︑モ

れば︑どれだけ良い商品

れまでの話を反復して欲

店舗目以降の構築は多く

様々な客層をまとめて呼

ールは黒字︑という状況

うまくいかないというケ

戦略﹂だ︒この説明をす

は基本的な戦略となる︒
るポイントやその他独自

び込むことが出来る︒そ

である︒

ロモーションを行っても

り多くの人に知って貰っ

しい︒

ップ事業において効率良

のである︒そのため１店
問題は︑どこに出店す

サービスによって明確に

のため︑見込み客がどの

さらに︑今後一層ユー

きっと失敗に終わるだろ

ースに陥っていれば︑こ

の作業がコピー＆ペース

ち上げ・活性化支援を行
舗あたり構築費用は多店
るかではなく︑どこに注

商圏が分断されていると

店舗との親和性が高いか

ザーのネットリテラシー

たはずなのに事業として

る前に︑ひとつ明らかに

っ て い る と︑
﹁ 楽 天︑ ヤ
舗展開をすればするほど
力するかだ︒ネットショ

言える︒楽天ポイントを

に関わらず︑まずは自社

う︒もし︑良いものを作

く売り上げを伸ばし利益

フー︑アマゾンのどこに
分散することになる︒多
ップは全国商圏ではある

貯めているユーザーは楽

が高まっていくと︑自分

トで行われるため︑出店

出店すべきか﹂という質
店舗展開は売上の拡大に
のだが︑実際には各ショ

サイトにすべての見込み

しておきたい事がある︒

問を非常に多く頂く︒答
も繋がるため︑売上高に

天市場へ︑Ｔポイントを

を生むには︑多店舗展開

えは明らかに﹁すべてに
ッピングモールが付与す

へと成長した︒

費用が大幅に抑えられる

出店すべき﹂
なのである︒ 占める固定比率はどんど

届けられるお客様からの

より大きなものにするた

に 回 復 し た の だ が︑
﹁フ

で１番になれる強みを持

業も順調に売上拡大させ

構え︑ネットショップ事

東京・青山に実店舗を

質フードはヘルシーだが

持った時︑世の中の低糖

が低糖質フードに興味を

も極めて高い︒そんな彼

る︒一方で美食への関心

本﹂と叱咤された事があ

ィジカル面の管理は基

のパッケージに﹁糖質〇

コンビニ各社も自社製品

知るところだろう︒今や

界ならずとも多くの人が

り︑需要の多さは食品業

ムも鰻登りで増加してお

ネットでの検索ボリュー

ードはここ数年インター

消できる素晴らしい提案

そういった客の不満を解

糖質パンやスイーツは︑

人が多いのだ︒Ｆ社の低

い食品﹂と思っていない

ていても︑味覚では﹁良

は﹁良い商品﹂と理解し

康管理の事を考え︑頭で

い商品が多いという︒健

に追い込まれているの

売りせざるを得ない状況

る︒多くの中小企業が安

価格の安い方が選ばれ

を︑価値が同じならより

じならより価値の高い方

高い︒要するに価格が同

は︑後者の方が商品力は

と水５００㎖︵

円︶で

い自社ならではの価値を

保ち︑価格競争に陥らな

それならば適正な利幅を

は売れなくなっている︒

うと思っても︑たくさん

安く売ってたくさん売ろ

けないのは︑日本国内の

味の違いなど判別できな

い﹂と︒しかし︑微妙な

う︒﹁ う ち の 商 品 は 美 味

を揃えて同じことを言

食品業界の経営者は皆口

いる﹂という事実である︒ マンスの話をするとき︑

﹁胃袋は減少・縮小して

い素人が感動するほどの

待値を大幅に上回る味を

低かった︒そこでその期

であり︑味への期待値が

しくはない﹂というもの

﹁健康には良いけど美味

に対する客のイメージが

供給されている類似製品

低糖質パンは︑一般的に

て欲しい︒

ているのか︑一考してみ

どのような価値観を持っ

社製品に対して一般的に

だ︒まずは︑消費者が自

強く根付かせるのは感動

感じるのである︒顧客を

成功を収めるには︑全国

ある︒そんな中︑Ｆ社に

となり︑瞬く間に人気店

は︑似たり寄ったりの商

磨く他ない︒

美味さはあるだろうか？

提供できたことで感動に

90
構えてイチから商品作り

次号に続く︒

値を下回った時︑不満を

たなければならない︒た

ているＦ社は︑低糖質の

美味しくないと感じたそ

ｇ﹂と記載している程で

をしよう︒全国商圏であ

だ総合力ナンバーワンを

パンやスイーツを製造販

うだ︒そこで自ら工房を
若い社長だが︑健康志向

さて︑コストパフォー

達成するのは難しい︒そ

代の

るネットショップ事業で

こで客が価値を感じる５

売している︒まだ

美味しい
低糖質フード

品力﹄である

全菓連斡旋

めの対応﹂についての話

繁盛店だけが知っている︑食品ネッ
トショップを成 功 に 導 く ５ つ の 力
そもそも売れないモノは何をして
も売れない！﹃ 商 品 力 ﹄

を勉強し︑美味しい低糖

送料（ゆうめーる使用）
１冊：１８０円 ２冊：２１５円
３冊～４冊：３１０円 ５冊：３６０円
※平成28年７月発行
（ピンク色の表紙）
のと
は異なるので注意。
※発送は組合員限定

が強く︑日頃からスポー

令和元年９月版の「お菓子の新しい表示制
度について」
を発行し、12月に全組合員に
配布したが、若干部数があるため、追加を希
望する方は次の要領で申し込まれたい。
価格：１冊あたり１２０円の切手
申込方法：全菓連まで郵送（封筒）で
申し込む
〒１０７－００６２ 港区南青山５－12－４
全国菓子工業組合連合会 宛
同封する物
①必要冊数を書いた申込用紙
（形式自由）
②冊数に応じた１２０円切手
③送り先住所・会社名等を記入し、下記冊数
に応じた送料分の切手を貼った角２サイ
ズの返信用封筒（レターパックでも可）。

手紙の多くは﹁低糖質な

「お菓子の新しい食品表示制度について
（令和元年９月発行・緑色の表紙）」
の追加発送について

質フードの製造販売を開

食品通販事業の新規立

55

ツジムに通うなど運動を

34

始した︒

吉田 圭良 氏（リライズコンサルティング株式会社・コンサルタント）

欠かさず︑食生活にも強

ＳＮＳやＷＥＢ販 売 への
対応について

つのポイントについて︑
自社が得意な点から徹底

30
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日本菓子専門学校

菅野 泉
教師

※葛種………………
ｇ

ｇ

少し硬めに練り上げる。

カステラ葛饅頭 （約 個分）
【生地配合】

グラニュー糖…２００ｇ
中餡………………

トレハ………………

ｇ

水………………４００㎖
新引粉………………
❶長崎カステラを焼き上
げる。

切れはし。
❸ロール紙を敷いた鉄板

る。

とができる。

早く均一に乾燥させるこ

ｇ

カステラソボロ（乾燥し
たもの）……………
燥させる。

小豆こし生餡…５００ｇ
❷底の茶色い焼き色を切
に薄く広げ、１００℃位

し出して、ソボロ状にす

グラニュー糖…３００ｇ
り取り、その他の部分を

※または製造後に出た

水………………３５０ｇ
【葛饅頭工程】

※途中、軽く混ぜると

カステラ葛饅頭
のオーブンで約２時間乾

【中餡】小豆こし並餡

23 20

【カステラソボロ工程】

ｇ

葛粉……………１００ｇ

30

目の粗いフルイなどでこ

％

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

❸焦げ付かないように木

かける。

て、よく混ぜてから火に

❷グラニュー糖を加え

入れる。

フルイに通してサワリに

て粒子をよく溶かし、絹

❶葛粉に水を徐々に加え

落としてからやや強めの

並べ、霧をかけて手粉を

ニールを敷いたセイロに

❻濡れ布巾と耐熱性のビ

する。

くなってしまうので注意

しまい、出来上がりが汚

しまうと種が白く濁って

❷解凍せずにそのまま５

にならべて冷凍する。

❶包餡後、ビニールの上

保存することが可能。

※包み上げたものを冷凍

けて急冷する。

❼蒸れ上がったら水をか

蒸気で約５分蒸す。

けて急冷する。

❹蒸れ上がったら水をか

す（５～７分）。

入り始めるくらいまで蒸

地に透明感が出て気泡が

❸少し蒸気を強めて、生

す。

分くらい弱めの蒸気で蒸

糯米の契約農家

す。京都の青年部は部員

•••••••••••••••••••••••••••••

ます。」

数もトップクラスで、活

杓子で鍋底に力を入れて

新しい取り組みにも挑戦

「 原 材 料 に 関 し て は、

動も盛んです。

という想いから、新しい

しています。」と笑う。

自身で種蒔きから収穫ま

よく練り、本返しの状態

菓子に日本の風土をいかに閉じ込めるか

菓子作りのこだわりに

にする。

とカステラソボロを加え

❹火を止めてから新引粉

て軽く混ぜる。

株式会社

「今年で創部

周年と

で、兵庫県丹波市の契約

名弱の部

は卸売りが８割くらい

を商っています。現在で

年 よ り、『 武 保 あ ら れ 』

うな味を求めています。

いて、ホッと落ち着くよ

普段召し上がっていただ

ます。」

なテーマに取り組んでい

じ込めるか』という大き

に日本の風土をいかに閉

「私の商う『あられ』は、 管 理 を し な が ら、『 菓 子

報交換ができたり、ちょ

に、本当に困った時に情

ます。このご時勢のよう

で幅広い交流が出来てい

たての方からベテランま

員数ですが、業界に入り

なりました。

で、あとは直売と通販で

皆様の日常にひとときの

京都府菓子工業組合青

っとしたことを相談でき

農家さんとともに、栽培
「武中製菓株式会社」様

お品をお届けしていま

楽しみをご提供できる菓

年部の部長としても活躍

る関係性が出来ている

す。

へご訪問。武中俊樹氏に

す。昨今では取引先の商

子屋でありたいと思っ

されている武中氏です

「 祖 父 の 代、 １ ９ ５ ８

お話を伺いました。

況も変わってきており、

て、製品づくりをしてい

為、ある意味でのセーフ

田陽輔

歳。僭越

畿ブロック長・津

全菓連青年部近

ました。

感じる訪問になり

ても楽しみだなと

ながら、将来がと

まだ

と言い切る武中氏。

だと思いますね。
」

とは絶対にプラス

が、知人が多いこ

なこともあります

本業と重なり大変

と考えています。

が、業界への貢献もしっ

このままではいけない、

今回は京都市下京区の

も、想いの強さを感じま

ブ ラ ン ド『 餅 武 』『 Take
』など、
a nap Crackers

23

武中製菓

❺片栗粉の手粉に上げて
片栗粉を入れないように
ｇに種切りし、中餡
ｇを包んで丸腰高に整え
る。
※片栗粉をもみ込んで

20

29

※配当率

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。

70

ティネットになる組織だ

店舗データ

〒 600－8892
京都市下京区西七条西八反田町 149－2
TEL&FAX…075－313－2873
直売店………10：00 ～ 18：00
定休日………日曜・祝日
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話 ０３－３４００－８９０１
電

かりとされておられま

武中製菓株式会社 屋号「武保あられ」
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