製造区分ごとの認定なの

日（火）です。保険料が引落されますので不足の無いよう預金残高をご確認ください。
件 」（ ２ 面 参 照 ）、「 令 和

で１種類の場合は

万

４年度賦課金の件」は同

円にするこ

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

った価格に改定した。ま

するという業務量に見合

１種類２万円ずつを追加

円、種類が増えるごとに

同様、１株

り、原案通り可決した。

監事より監査報告があ

の件」が説明され、中原

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３年度事業

員は

万円、組合員以外

れまで認定手数料が組合

いて」が報告された。こ

の認定手数料の改訂につ

過程の管理の高度化計画

法による菓子製品の製造

続いて「ＨＡＣＣＰ手

た委員の確保に資するこ

手当を増額し、難しかっ

定により、専門家委員の

万円に改定した。この改

外は、これを加算し、

なかったので、組合員以

務局の手数料を含めてい

％）

通 常 総 会 、定 時 株 主 総 会 を 開 催
全菓連・ビル会社 普通配当百円（年

したことを宣言したあ

続いて「令和４年度事

た、認定にはそもそも事

剰余金処分計算書案承認
と、議長に久村副理事長

ととした。

会議は先ずビル会社か
の件」について営業概況

が指名され議事に入った。 業計画及び予算案承認の

年

ら始められ、出席株主数
並びに決算状況が説明さ

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長齊藤俊明氏）は令和

と持株数を報告し、総会
れた。神山監査役より監

万円だったが、価格
改定をした。組合員は、

張ってまいります」と挨

ととした」と説明された。

ない方向だと思います。

長の叙勲祝賀会を兼ね

会議終了後、齊藤理事

えに組合の方々の支えに

されました。これもひと

部食品製造課峯村課長よ

か、農林水産省食品産業

また、公務ご多忙のな

麦等食品原材料価格高騰

す。具体的には、輸入小

支援策が用意されていま

原材料の切り替えなどに

また、予備費が決定され、

た、
懇親会が挙行された。 よっての受章となりまし

り「菓子業界の皆様は我

拶された。

齊藤理事長よりは
「昨年、 た。本当にありがとうご

す。６月下旬より公募を

緊急対策事業で、国産原

うな懇親会が開かれたこ

予定しているので、関心

が国の食文化を支える重

日、金子農林水産

とは、非常に喜ばしいと

があればお問い合わせく

ざいました。これからも

月

30

期定時株主総会を６月７日、東京・明治記念館

期

％）とする原案が承認さ

藤理事長の叙勲祝賀会も兼ねて開催された。

期
れた。
続いて全菓連の第
通常総会が開催され、出

思います。経済が元に戻

ださい。また、お土産事

材料に切り替えや生産コ

ってきていることは重要

業が重要だと思います

要な業界なので、一緒に

だと思います。また、食

が、インバウンドがよう

微力ながら、菓子業界の

品産業は厳しい状況にあ

やく再開するという話も

大臣から旭日中綬章を受

り、２年前には予想もし

ありますし、ゴールデン

ストの引き下げなどの取

なかった出来事が次々起

ウイークを見ると観光客

頑張っていきたいと思い

こっています。例えば小

も戻り始めています。ウ

発展のため尽力し、受章

麦などの輸入価格が上が

ィズコロナの時代、皆様

賞された旨の伝達を受

っています。我々も食品

と一緒になって頑張って

り組みに補助がなされま

産業の持続的な発展を考

いきたいと思います」と

ます。また、本日このよ

えると、消費者の方々の

挨拶された。
げていくこともやむを得

理解を得ながら価格を上

に恥じないよう精一杯頑

齊藤理事長叙勲祝賀会も挙行

コロナ感染防止のため、都道府県菓子工業組合理事長だけが参加し、齊

で開催。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、

期通常総会、第

が定数を満たし成立した
査報告がされた後、同期

度第

と宣言したあと、齊藤理
の株主配当金は１株につ

議案審議では「第
（令和３年４月１日から
日まで）

貸借対照表及び損益計算

席会員数を報告し、通常

令和４年３月

書及び株主資本等変動計

14
20

58
総会が定数を満たし成立

は

事長・社長を議長にして
き、普通配当百円（年

20

20

12

議事に入った。

50

２０２２年７月１日からの全菓連ＰＬ保険の口座振替日は、７月
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算書及び個別注記表及び

通常総会、定時株主総会
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20
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発行人
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治名誉教授
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（１） 令和４年６月15日

要の回復へはまだ遠く、

んへの影響を関係団体と

染症による組合員の皆さ

新型コロナウイルス感

①情報の収集と提供

染症への対応

を推進します。

の手引書」の記録簿利用

おける衛生管理計画作成

取り入れた菓子製造業に

「ＨＡＣＣＰの考え方を

⑷中小企業、地域活性化

に要請していきます。

安定供給対策の充実を国

砂糖、乳製品等原材料の

外政策の動向を注視しつ

の動きを含め、政府の対

ＴＰＰ１１への新規加入

も徐々に表れてきます。

るために小麦、米、小豆、 が発効し貿易交渉の影響

ます。

対応を政府に求めていき

ることの無いよう所要の

内菓子製造業が不利にな

つ関係団体と連携し、国

③全組合員を対象とした

引き続き実施します。

剤等の必要資材の斡旋を

リンター、アルコール洗

②包装資材、出版物、プ

⑸青年部活動の支援

どを行います。

パソコン導入促進融資な

ブロック会議開催補助、

子祭り等の助成、全菓連

全菓連 令和４年度事業計画
みられる中で、原材料価
対策

令和４年３月の月例経
②適正な食品表示の推進

８月に大阪で開催され

ともに収集して政府に伝

ＰＬ共済保険制度のほ

海外の原料高に加えて、

る高校生を対象とした第

済報告によると、
景気は、 格の上昇や金融資本市場

か、引き続き任意ＰＬ保

等

ます。

原油高、
海上運賃の高騰、 え、対策の充実を求めて

我が国経済が早急に新

の変動、供給面での制約

回全国和菓子甲子園、

険の加入促進に努めます。

持ち直しの動きが続いて

十分注意する必要があり

③各県組合等が実施する

菓子祭り等の需要拡大の

⑶全国役員研修会、ブロ

ブロック大会の開催等の

ブロック長会議、各地区

型コロナウイルス感染症

⑴需要喚起対策

ック会議の開催

２．組合活動

更には円安の進行もあっ

適正な食品表示の推進

等による下振れリスクに

いきます。

いるものの、新型コロナ

の影響から立ち直り、経

取組に引き続き助成しま

に努めます。引き続き、

①菓子需要喚起キャンペ

②デジタル改革への対応

済回復の効果が着実に中

て、菓子製造業は難しい

ウイルス感染症による厳
ます。また、感染症によ
パソコンを利用した菓子

しい状況が残る中で、一

インターネットを利用

支援を行います。

経営環境におかれていま

①全中の助成を受け、全

このような中で、輸出
する観点から、以下の事

中小菓子業界の発展に資

⑵食の安全安心に関する

的に行います。

め、普及推進活動を継続

⑶原材料の安定確保に関

す。

催のご要望にも対応しま

充を国に要請していきま

一層の充実等の施策の拡

成確保、中小企業税制の

インフラ整備、人材の育

（平成

年度以降継続）

む菓子需要喚起対策事業

界が一体となって取り組

となり菓子業界と砂糖業

策等の経済事業（全菓連

⑵原材料等の安定確保対

講習会）を開催します。

うな技術講習会（ＷＥＢ

進のためのブロック会議

換並びに全菓連の事業推

②各県組合相互の情報交

京で実施を予定します。

川で開催したいとの意向

会の開催地について、旭

⑹全国菓子大博覧会の次

す。

月に東

染対策に万全を期し、経
需要は増加しており、今
業に取り組んでまいりま

する問題

全日本菓子協会が窓口

ーン
小企業、地域経済にも波

す。

業界専用栄養成分計算ソ

る影響を注視する必要が

したｅコマース（ＥＣ）

部に弱さがみられます。

及するよう、需要拡大、

国役員研修会を

フトを提供し、講習会開

④新商品開発に役立つよ

への対応を促進するた

あるとされています。

済社会活動が正常化に向
後、国内需要も社会経済
問題

回全国菓子大博覧

に引き続き参画します。

ビルへの委託事業）

を継続実施します。

検討に参画していきます。

が示されています。この

第

期開催地

かう中で、各種政策の効
す。

す。

③都道府県菓子工業組合

世界の穀物等の需給状

①菓子の原材料の安定確

⑺その他

①ＨＡＣＣＰ手法の制度

②新型コロナウイルス感

のデジタル対応力を向上

加工用米、もち米、北海

ます。

象とした研修会を開催し

報提供を行うなどにより

見直し運動についての情

復していくことが期待さ

⑸貿易交渉への対応

保のため、関係団体、企

道小豆、天津小豆等の共

⑷各県組合活動の支援

況及び国内農政の動向等

染症の終息後は、需要回

談を行います。また、実

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

同購入、斡旋事業を引き

化への対応等

ＲＣＥＰ（東アジア地

兆円を掲げており、特に

際に試飲食して比較検討

続き実施します。

や新型コロナウイルス感

って、景気が持ち直して

１．事業環境を巡

を注視しつつ、適正価格

させるため、事務局を対

５兆円のハードルは高い

できるため、効率的に仕

報の充実を図り、各種情

染症対策などの時々の話

れます。一方、新型コロ

ＨＡＣＣＰの制度化に

業との連携の下に、国産

政府の目標である１兆円

ですが、政府と民間が連

入れができる絶好の場と

報の提供を一層充実させ

題も掲載し、その内容を

いくことが期待されま

る諸問題への対応

復に向けた取組を強化し

を超えたことです。中国

係しながら世界へ＂日本

して注目されています。

ていきます。併せて、消

今後とも充実していきま

ナウイルス感染症の影響

域包括的経済連携協定）

や米国などの輸出額が多

の食品＂をアピールし、

大坪局長による講演会

⑴菓子工業新聞（全菓連

費者向けの「お菓子何で

す。

す。ただし、ウクライナ

での菓子原材料を確保す

い国で経済活動が回復に

積極的な販路拡大に努め

の締めくくりとして、「国

ビルへの委託事業）

も情報館」や「Ｓｗｅｅ

食品ロス削減への対策

対応するために作成した

向かい、その結果、当地

ていくということです。

内需要は横ばいですが、

各県組合情報提供制度

ｔｓ Ｐｌａｚａ」によ

官民が協力して取り組む輸出対策

催による第

業報告や会計報告、令和

前半部は令和３年度の事

おいて開催されました。

しい」と現況について話

取り巻く環境は非常に厳

ど、農林水産物や食品を

向けた取り組みも大き

す。農畜産物・水産物か

日（木）午後

４年度の事業計画案審議

されました。その話を聞

く、
輸出証明書の発行や、

す」と話され、わずか

が、５月

などの議案について、後

いて少し落胆しました

ら、飲料・調味料・加工

（「各地の菓子店探訪」）、

７月６日、和菓子製

行事予定

協力していきます。

として、全国一斉商習慣

での外食産業が増え、小

その一つとして注目さ

輸出やインバウンド等の

を拡充するほか、新型コ

る情報提供を充実させて

年２兆円、２０３０年５

講演会では、まず「新

売店向けやＥＣ販売等の

れているのが＂日本の食

需要が伸びています。そ

ロナウイルス感染症対策

いきます。

な目標として、２０２５

型コロナウイルスによる

新たな販路への販売が伸

品＂輸出ＥＸＰＯです。

れらをしっかりと捉え

の情報、原材料情報、需

⑶組合員への情報提供の

大

輸出国との規制交渉、さ

を更新し、２０２１年に

大阪府菓子工業組合主

労働力不足、ロシアのウ

びたことで輸出増につな

この＂日本の食品＂輸出

て、＂ 食 の 安 心・ 安 全 ＂

要喚起方策、材料メーカ

充実

日本の食品を世界へ！

期通常総会

クライナ侵攻による小麦

がっているようです。

ＥＸＰＯは、農水省とＪ

と魅力的な海外市場へ向

ーの情報提供、品質管理

菓子工業新聞に取り上

半部では近畿農政局

が、
「明るいニュースも

図ります。

組織活動対策補助、菓

３時より、リーガロイヤ
等の供給不足、原油価格

また、これまでの政府

ＥＴＲＯが協力・主催す

けての販路拡大を強化し

・表示に関する情報の提

坪 正 人 局 長（ 以 下、
「大

分ではありましたが非常

造技術講習会、㈱舘

山研修室、青森市

７月７日～８日、令

和４年度製菓衛生師

講習会、講師・小野内初

食品まで、海外向けの食

お菓子のレシピの紹介

美氏（愛知文教女子短期

まざまなプロモーション

（「お菓子のレシピ集」）

あります」と大坪局長が

再編

坪局長」
）を講師として

りました。

大学教授）始め５名、ウ

⑵全菓連ホームページの
一同に出展し、世界各国

等を行っているところで

インクあいち、名古屋市

に内容の濃い講演会であ
ししていると話されまし

全菓連ホームページを

す。ＨＡＣＣＰの義務化

品を持つ４００社以上が
その内容は、日本の農

理事長・森田政勝

大阪府菓子工業組合副
から来場する食品バイヤ
ー・食品輸出商などと商

た。
政府は、輸出額の新た

再編して、組合員向け情

活動などが、輸出を後押

期通常総会

３．情報提供

ルホテル２階山楽の間に
の上昇に伴うコスト増な

が進めてきた輸出拡大に

る輸出の専門展示会で

ていくことが望まれま

⑴新型コロナウイルス感

28

げた組合員店舗の紹介

により、インバウンド需

活動の正常化に伴って回

以上の状況を踏まえ、

先行きについては、感

13

果や海外経済の改善もあ

10

供等により紙面の充実を

情勢等による不透明感が

17

ほほえみました。

第

55

招き「食品産業における
輸出対策について」をテ

林水産物・食品の輸出額
が、９年連続で過去最高

ーマに講演会を開催いた
しました。

30

青森

愛知

55
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岡山の和菓子文化を発信

年部では︑令和３年

月

楽しくてあま〜いスタンプラリー

岡山県菓子工業組合青
るスタンプラリー﹁おか

店舗の和菓子店を巡

ることを目的に︑県内参

和菓子文化をさらに広げ

から令和４年１月にて︑

ンペーンの公式Ｉｎｓｔ

新たに開設した当キャ

進めることとしました︒

前面には出さない方法で

展開し︑あえて和菓子を

いから︑ＳＮＳを中心に

由からの来店を誘致しま

れぞれ展示し︑ＳＮＳ経

ージョンのポスターをそ

ｓｔａｇｒａｍとは別バ

小倉アンの恋模様をＩｎ

また︑各店舗内には︑

ら抽選でＱＵＯカードを

応募いただいた方の中か

又は︵６個︶を集めてご

ジキャラクターに︑甘い

の〝小倉アン〟をイメー

し︑女子高校生ヒロイン

ハル物語︱﹂をテーマと

︱和菓子屋がつなぐアオ

ダメなら︑甘く︑なれ︒

に使う写真は︑岡山の風

さんを起用し︑ポスター

Ｏ﹂の現役高校生アユリ

グループ﹁ｆｅｅｌＮＥ

活動する５人組アイドル

ン役には︑岡山を拠点に

した︒ヒロインの小倉ア

開していきました︒

やま花より餡子めぐり﹂
ａｇｒａｍでは﹁押して

加

を開催しました︒異なる

今回のスタンプラリー
だけじゃない恋の物語

景や公園︑学校の校舎を

個︶

では︑普段︑和菓子を食
を︑イメージ写真ととも

使って撮影しました︒

点のスタンプ︵

べないと言われている︑
に︑毎週１話ずつドラマ

進呈しました︒

若年層の方にも和菓子店

今回︑思い切った方法

仕立てで

週にわたり公

を訪れてほしいという思

店内ポスター

取神宮は古来より︑三社
に天界から派遣されて︑

まてらすのおおみかみ︶

三柱の神が天照大神︵あ

ねのかみ・息栖神宮︶の

天鳥船神︵あめのとりふ

メロンピュレを使用︒国

サブレは鹿島市の特産品

なみ︑作られた物︒鹿島

サブレはこの三社にち

スが人気を集めていた︒

甲羅に似ていることから

座する岡は︑形状が亀の

トを使用︒香取神社に鎮

特産品さつま芋のペース

香取サブレは香取市の

結果的には︑Ｔｗｉｔ

くことができました︒

もにスムーズに進めてい

り︑地元広告代理店とと

う共通認識を持ってお

といけないのでは︑とい

ことに挑戦していかない

でなく郊外や他県から多

参加が︑岡山中心部だけ

またキャンペーンへの

と考えます︒

得することにつながった

菓子屋に対する注目も獲

大きく取り上げられ︑和

ｏｏ！ニュースなどでも

地元メディアやＹａｈ

り出す﹂ということに対

併せて﹁東国三社﹂と呼

︵かめがせやま︶﹂ ｔｅｒ︑Ｉｎｓｔａｇｒ
迦久神︵あめのかぐのか ﹁亀甲山

譲り神話に出て来る天の

ａｍでユーザーからの多

を採用する際には︑不安

茨城県菓子工業組合内

ばれている︒
その名称は︑ 地上を譲るように迫った

と称される︒香取サブレ

数参加されておりＳＮＳ

して成果として現れたと

神栖菓子組合では︑この

﹁国譲り﹂の物語に由来

み︶は鹿の化身だったこ

はこの亀にちなんでいる︒ くのキャンペーンへの支

はありましたが︑青年部

ほど統一銘菓﹁開運
それぞれに祭られる武甕

している︒江戸時代には

とから︑同宮の鹿は神鹿

思っています︒

国三社巡りサブレ﹂を開
槌大神︵たけみかづちの

﹁木下茶船﹂という遊覧

東

神栖菓子組合

ている︒

レはこの井戸の形を表し

い伝えがある︒息栖サブ

飲むと結ばれるという言

の性別と逆の井戸の水を

め︶があり︑男女で自分

︵おがめ︶と女瓶︵めが

という井戸の中には男瓶

特産品ピーマンピュレを

息栖サブレは神栖市の

響をいただき︑それが当

が出来た﹂など多くの反

な和菓子を見つけること

会 に つ な が っ た ﹂﹁ 好 き

く︑﹁ 和 菓 子 屋 へ 行 く 機

のあるコメントだけでな

ターやＳＮＳなどへの愛

響をいただき︑Ｂ２ポス

である忍潮井︵おしおい︶ 心にＳＮＳ上で多くの反

使用︒息栖神社のご神体

初の目的でもあった﹁和

り︑Ｔｗｉｔｔｅｒを中

ました！企画開始直後よ

持のコメントをいただき

大岸聡武

年部・大手饅頭伊部屋・

岡山県菓子工業組合青

ます︒

につながったと考えてい

が出来新規のファン獲得

たちも多数巻き込むこと

いただき︑彼女のファン

ＯＭなどでも話題にして

のＳＮＳやＳＨＯＷＲＯ

︵ＦｅｅｌＮＥＯ︶さん

今回のモデルのあゆり

感じられました︒

上での企画の波及効果が

認定品となっている︒

同サブレは神栖市特産

菓子︵店︶との機会を作

たどっている︒

発した︒茨城県南部にあ
お お か み・ 鹿 島 神 宮 ︶
︑

開運 東国三社巡りサブレを開発

る鹿島神宮︑息栖神社と

として保護されている︒

員の中では︑何か新しい

御菓子司みづゑ

船で水郷を観光しながら

鹿島サブレ

経津主大神︵ふつぬしの

開運

東国三社巡りサブレ

千葉県北部に位置する香


お お か み・ 香 取 神 宮 ︶
︑ 東国三社を参詣するコー 鹿島サブレはこの鹿をか
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﹁

年愛され続ける洋菓子店﹂
しました︒両親が働く姿

う和洋菓子店を父が開業

うで︑その頃︑風味堂と

菓子を専門に学んだ﹂そ

変わってきていたので洋

し︑バラの木のように地

ーゼとはバラの木を意味

を店名に入れました︒ロ

店番は奥さまが中心と

かったと話します︒

は売り上げがよく︑忙し

今︑売れているのはサ

ています︒

で根強い人気商品となっ

いうご夫妻のお人柄の通

くことを心掛けていると

山口県菓子工業組合事

務局・安光このみ

オンラインで定時総会

受け入れていました︒聞

校のインターンシップを

気商品となりました︒店

今ではお子様からも大人

からマカロンを研究し︑

︵木︶に令和３年度の定

年部は令和４年５月

ーに集い︑オンラインで

の開催となりました︒

親会の佐野専務理事か

の報告が行われ︑承認さ

度の事業計画案と予算案

度の事業報告︑令和４年

いて現役員から令和３年

 らご挨拶をいただき︑続

り温かい地元の名店です︒

を見て育った二代目オー

ロン︒洋菓子の看板商品

クッともっちりしたマカ

フは短時間で人数を確保

がほしいのと︑若年層の

なりますが︑他のスタッ

ますようにとの思いも込

し繁忙期に備えていま

域に根付いたお店になり

ど洋菓子店のイメージも
められています︒

今年度は積極的活動を

くと下関から他県に出て

頭のお菓子はほとんどが

コ ロ ナ
乗り越え

姿勢は崩さず︑夕方にな

学んでいる学生を受け入

お手頃価格︒最近︑値上

まちのケーキ屋さんの

お客様を増やしたい思い

いう屋号は残したいけれ

り前と思い高卒後︑東京
必要だからとお菓子を花

新井正さんと奥様

す︒取材時は菓子専門学

ナーは跡を継ぐのは当た
店として揺るぎない存在
都や兵庫県の名店で７年

ローゼ風味堂

本州最西端に位置する
感を放つローゼ風味堂︑

きな花の王様であるバラ

海峡と歴史の町︑下関︒

ま す︒
﹁売り上げ構成が

れれば下関に帰ってくる

げしたときは心苦しかっ

12

束に例え︑お母さまが好

年に風味堂とい

きっかけになるかもしれ

たそうですが︑店を続け

年部広報部・市川智裕

京都府菓子工業組合青

閉会となりました︒

に企画していく﹂と話し︑

部員同士の交流も積極的

していきたい︒また青年

は菓子教室を含め︑活動

触 れ︑
﹁この令和４年度

活動できなかったことに

スの影響で思ったように

れました︒

時総会を執り行いまし

ないからとのことです︒

ていくためやむを得ませ

京都府菓子工業組合青

っても次々に出来立ての

亡くなった父との思い

ん︒店の評判は﹁食べた

最後に北川部長は︑今

出は︑作り続けた商品を

人の心を優しくしてくれ

た︒昨年に引き続き︑現

ケーキが並びます︒また

やめるやめないという小

る﹂﹁手作りの誠実な味﹂

日

可能な限りオーダーメー

さな衝突︒その父が考案

といったコメントが店を

京都経済センターに集う現役員

年度は新型コロナウイル

ドも受けています︒巣ご

した店の財産だという和

表しています︒小さな楽

０８３−２５２−２７６１

役員のみ京都経済センタ

もり需要でコロナ禍直後

洋折衷の良さを生かした
チョコマンは昭和

40

ら愛され︑期間限定商品

く元気で健康に続けてい

しみを持ちつつ︑とにか

下関市武久町１−16−１

新井正氏をご紹介します︒ の修業に出て家業に戻り
昭和
35

山口県唯一の中核市で
す︒今回はまちの洋菓子

大人気のマカロン

京 都
青年部
年か

ローゼ風味堂

60

した﹃菓祖・中嶋神社献

献上することができまし

ただき三五品のお菓子を

博佐賀県菓子工業組合理

しい晴天でした︒中原正

き︑神事が始まりました︒ 全員が玉串を奉納しまし

務理事にもご参列いただ

福引抽選会を行いました︒ にて献上された菓子が景

万里支部で菓子販売会・

福引抽選会では︑献菓祭

も皆さん笑顔でした︒お

はどのお菓子が当たって

組合員の若手二名が宮司

菓子販売会では︑平日

た︒まず︑県菓子工業組

品としてふるまわれまし

る︑すごいパワーがある

菓子はみんなを笑顔にす

た︒

事長以下組合員一六名に

一時間の販売にもかかわ

これからの献菓祭です

夕方からは︑場所を伊

選番号の引き役を務めて

が︑佐賀県菓子工業組合

のサポート役として献菓

お客様に来ていただきま

いただき︑抽選番号に当

内で相談し︑より大規模

加え︑深浦伊万里市長︑

した︒菓子は︑伊万里支

たったお客様がさらにお

なイベントにできればと

当日は雨天の心配もあ

部の各店舗より一品を持

菓子を選択する福引を行

考えています︒豊岡の中

ことを感じました︒

ち寄り詰め合わせた菓子

うというものでした︒誰

嶋神社献菓祭を目標に︑

合の中原理事長に福引抽

袋︵抽選番号付き︶を販

が当たるのか︑どのお菓

佐賀県や伊万里市を﹁お

らず︑一〇〇人を超える

売しました︒一人で何袋

子が当たるのか︑それは

菓子﹂で盛り上げ︑多く

万里駅前広場に移し︑伊

も買われる方もいて大盛

﹁お菓子の神様のみが知

の人々に﹁笑顔﹂や﹁喜

の手伝いをしました︒神

況 で し た︒ 途 中︑﹁ 伊 万

る﹂というスリリングな

松永伊万里商工会議所専

里お菓子倶楽部﹂が作成

び﹂をお届けできればと

のまで︑低価格のものか

ら高額なものまでいろい

ろありましたが︑当選者

万里支部・内田剛

佐賀県菓子工業組合伊

思います︒

抽選会でした︒お菓子は

また︑菓子販売会後の

入っていました︒

があり︑通行人の方も見

様物語﹄︵田道間守物語︶ 小さいものから大きなも

した紙芝居﹃お菓子の神

りましたが︑久々の清々

事は厳かに進み︑参加者

菓祭﹄を︑四月一九日︑

た︒

行いました︒
佐賀県分社にもかかわ

佐賀の銘菓が当たる福引抽選会

今春の献菓祭を終えて

年三月号でお知らせしま

らず︑これまでの献菓祭
は伊万里支部の組合員の
みで行ってきました︒し
かし昨今︑コロナ禍にな
り︑旅行・冠婚葬祭の自
粛により菓子業界にも不
況の波がやってきまし
た︒そこで今年は︑今一
度佐賀県の菓子業界が結
束し︑業界活性化を図ろ
うと︑佐賀県菓子工業組
合の組合員有志にも参加
を呼びかけました︒その
結果︑二四社にご賛同い

お客様で賑わう菓子販売会

お菓子で﹁笑顔﹂﹁喜び﹂を届けたい

菓子工業新聞・令和四

献菓された銘菓の数々

中嶋神社佐賀県分社にて
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たパネルを飾っていま

撮影︑現像︑引き伸ばし

コンサート時の︑自分で

の熊本地震で全壊の被災

その後︑２０１６年４月

し︑家業を継ぎました︒

８１年に︑父が体調を崩

ました︒その栞︵しおり︶ 屋の親父の初恋の思い出

を同梱するようにしてい

少しのお茶と紙ふうせん

を企画するときに︑箱に

ますし︑アラ古希の菓子

雑音さえ︑愛おしく感じ

ですが︑不思議とキズの

菓子作りと生活︑アナログ的もいい

す︒デジタル世代の読者
などが甦ってきます︒そ

の末尾に以下の詩を書い

ういえば︑私の腕時計は

を被り︑何とか再開にこ
ています︒

節です︒
﹁翼をください﹂ にはなんのことかお解り

御菓子司 しぼりや

落ちてきたら︑こんど
にならないと思いますが︒ ぎつけた矢先︑ある音楽

手巻き時計︑店にも一週

は有名ですね︒後年︑紙
落ちてきたら︑今度は

間に一度ねじを巻く明治

はもっと︑高く︑高く︑

もっと高く︑もっともっ

の掛け時計︑やはり私は

年

ぶりに事務局の引っ越し
と高く︑何度でも打ち上

アナログに縁がある生活

鑑賞団体の方が︑約

気など︑みじんもなく︑
の際︑当時私が事務局に
げよう︑美しい願いごと

その頃は菓子屋を継ぐ

ットに別れたグループで
１９７７年には某光学系
飾っていた︑先述のパネ

ふうせんとハイファイセ

す︒
事務機器メーカーに就

打ち上げようよ︒

当時高校生だった私は

ークソング全盛期の赤い

１９７０年代前半フォ

鳥というグループの﹁紙

をしています︒菓子作り

な か︑﹁ お つ ﹂ で あ る と

も生活もアナログもなか

ルを返しに来られました︒ のように︒黒田三郎詩集

最近︑地震の被災を免

﹁もっと高く﹂より

職︑その後︑営業マンと
その前︑１９９０年頃

ファンで︑今でも店内に
して︑鹿児島営業所に勤
に当店の菓子詰め合わせ

ふうせん﹂という歌の一

務をしていました︒１９

地震から６年︑災いを

思います︒

レーヤーを再生しまし

転じて福となす︑ことな

れたアナログレコードプ

た︒古いレコードを取り

めつけは︑高倉健﹁網走

小椋佳︑タモリ等々︒極

る努力をしていきたいと

度はもっと高く打ち上げ

ですが︑落ちてきたら今

出してみると︑加山雄三︑ どと言うには︑まだまだ

番外地﹂おまけに﹁映画

了感謝です︒

思っています︒拙文︑読
︒でも︑赤い鳥の

御菓子司しぼりや
主・岩原和哉

店

エマニエル夫人のテーマ
曲﹂

の澄みきった音ではない

す︒キズもありＣＤほど

ＬＰは毎日聞いていま

⁈

年

す︒講師陣は５名︵内材

り実技の授業となりま

子の歴史・材料の知識等

技術を沢山習得し・お菓

動機も様々ですが講師の

方もいらっしゃいます︒

術専門校に是非一人でも

理想は高い島根県菓子技

バリヤは低く︑されども

かれることと思います︒

内容を知りになりたい方

望をお考えの方・詳しい

ちしております︒入校希

に入校されることをお待

料屋２名︶で︑平成

度より現役の講師を３名

コロナウイルス感染拡

称号を持つ方・選・和菓

・和菓子職﹂の輝かしい

務局・高島佐枝子

島根県菓子工業組合事

http://www2.crosstalk.
or.jp/cake/senmonko.
html

索しご覧ください︒

島根県菓子工業組合で検

で下記のアドレス又は︑

に動画を掲載しましたの

おります︒ホームページ

ます︒見学も受け付けて

は連絡をお待ちしており

多くの方が技術を磨く為

大の為に︑休校していま

子職・県知事表彰を受け

迎えて︑５月

術をより多くの生徒に学

講師の指導のもと実技の授業

を 回の授業で学んでい



フォークグループ「赤い鳥」
（岩原撮影）
迎え授業内容を充実させ

つかの誇るべきものがあ

したが２年ぶりに開校す

た方が在籍しておりま

子の専門校です︒現在ま

業が始まります︒５月・

んで頂ける様に頑張って

13

47.0

２年ぶりに開校

おり各地で活躍されてい

島根県菓子技術専門校

島根県菓子工業組合は

り︑その中で島根県菓子

ることになりました︒県

す︒また講師陣も日々勉

ました︒
講師の中には
﹁選

技術専門校は︑国の認定

名の入校生を

ると聞きます︒

した訓練校であり︑全国

内外より

小さな組合ですが︑いく

でも数少ない公立の和菓

での卒業生は３１８名で

６月では色々な餡を作

おります︒生徒は業界人

強をして︑すばらしい技

県内はもとより︑東京・

り︑材料の話︑材料の工

とは限らず一般の主婦の

日より授

山形・南は長崎︑海外で

場見学をします︒７月よ

12

24

は韓国の方まで修了生が

14

37.6

菓子詰め合わせ

50
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（５） 令和４年６月15日

致します︒今回ご紹介す

為︑東京の会社をご紹介

県への取材が憚られる

まりしている状況から他

コロナ感染者数が高止

現在は芋菓子製造︑さつ

小商店﹂とされました︒

平次﹂という事から﹁川

開 業︑
﹁川越から来た小

次氏により浅草駒形にて

屋として初代・齊藤小平

畑を管理されているので

在どのくらいのさつま芋

永年培ったノウハウで現

徹底管理して通年出荷出

グ貯蔵庫で温度湿度等を

葉県香取市のキュアリン

穫されたさつま芋は︑千

鹿児島県の山形屋百貨店

長はアメリカ留学を経て

大学生活の後︑齊藤社

たが︑芋から離れて改め

ーターを専攻していまし

で製造したものをただ売

ん興伸﹂では大きな工場

て︑
入社を意識しました﹂ 小売部門の﹁おいもやさ

て作り手の思いなど考え

るのではなく各店舗でさ

創設と生産管理でした︒

なったのは︑小売部門の

社し最初に取り組む事に

始まりで入

年の不況の

とそして長

中ゆっくり

崩壊のただ

は︑バブル

社されるの

小商店に入

藤社長が川

そんな齊

行っております﹂

を提供するなどの事業も

いお店に調理方法と食材

芋など製造︑販売をした

事業として︑新規で大学

た︒また︑独立開業支援

上を上げるに至りまし

など２７０ヵ所ほどで売

してデパートの催事売場

て︑新たに外販部を新設

六割程まで売上が回復し

ました︒今はコロナ前の

売上が三割程まで下がり

ナにより観光客の激減で

﹁ 小 売 部 門 で は︑ コ ロ

響は大きかったのでは？

コロナ禍で観光地では影

齊藤浩一社長

る社長は︑東京菓子業界
ま芋生産管理や卸と︑さ
すか？

﹁継続は力なり・信は力なり
・知は力なり﹂

若手の相談役で親会では
つま芋菓子専門店﹁おい

﹃

屋号 おいもやさん

興伸﹄

東京浅草 株式会社川小商店

ご意見番の株式会社川小

長の展望は？

今後の川小商店と齊藤社
で︑店舗で出来立てを販

﹁ 現 在︑ 一 般 財 団 法 人

つま芋を最終調理する事
開発㈱にて︵山形屋とし

売できるという方法を確

いも類振興会の理事をし

来る様に保管しています﹂ の系列会社︑山形屋産業

て鹿児島の特産品を県外

立されました︒

﹁ 日 本 国 内 で︑ 借 り て

に販売する事を第一に考

や﹁あいこまち﹂等の品

もやさん興伸﹂という屋

齊藤社長が︑川小商店に

つ頃ですか？

ている関係で︑新たに開

で︑全く違う道に進もう

と馬鹿にされていたの

積まれました︒

の仕事に従事され修行を

管理やさつま芋加工食品

齊藤社長は現在︑浅草

売り先が分からなかった

お手伝いをしています︒

すく美味しいお芋作りの

﹁芋菓子を製造しても︑ などを担当して︑作りや

員がみんなで夢を持ち︑

事業成長を考えつつ従業

﹁ 川 小 商 店 と し て は︑

行に出しました︒特に欧

児島と北海道へ農業の修

﹁ 息 子 は︑ 卒 業 後 に 鹿

む︑そういった当たり前

多様な経験や人の輪を育

どの活動をされている︒

地域の﹁子ども食堂﹂な

ので自社店舗で販売する

敬意を表して社長の座右

の事が出来る齊藤社長に

今後さらに充実した内容

業を体験させたかったの

の銘に︑齊藤社長の従業

夢を実現できる場︵会社︶ 米並みの北海道の大型農

も大きな影響を受けてい

にバージョンアップし組

で︒今は千葉県香取市に

員への信頼と期待を古代

近 年 で は︑﹁ 紅 は る か ﹂

済の要衝でした︒そのた

る状況で︑組合員の中に

合店や観光地などに設置

ある︑農地所有適格法人

事にしました﹂

め戦国時代には名立たる

は観光産業に携わる事業

していく予定です︒

を目指しております﹂

武将が築城・入城し︑織

所もあることから︑組合

﹁滋賀お菓子マップ﹂
作製

田信長の安土城や豊臣秀

また︑令和４年度には

中国の孔子の言葉﹁信は

青年部では︑滋賀県の観

株式会社 カワコファー

吉の長浜城や明智光秀の

力なり﹂と︑広い見識と

近く琵琶湖の水の利もあ

ムの社長を任せておりま

さつま芋などいも類の知

の重圧と新たな時代への

姿に︑私は五代目として

そう短くも即答されたお

添えて題名とさせて頂き

の言葉﹁知は力なり﹂を

のフランシス・ベーコン

越ブロック長・生田剛

全菓連青年部関東甲信

ます︒

んでした︒

神を︑感じざるを得ませ

取り組みのチャレンジ精

﹁﹃継続は力なり﹄です﹂ 姿勢を︑イギリス哲学者

す﹂

滋賀県はかつて﹁近江

ます︒感染症対策も取り

識を︑惜しげもなく広め

このマップを活用し︑青
年部主催の﹁お菓子教室﹂

﹁滋賀お菓子マップ﹂

ながら︑滋賀県各地で小

最後に齊藤社長の座右の

光名所の紹介と組合員の
事業所をかねて﹁滋賀お

招待を特典としたスタン

また今現在︑聖徳太子

は掲載店の店舗写真並び

グループにて開催する予

可能性を広げようという

坂本城などを始め︑国宝
である彦根城の天守な

菓子マップ﹂を作成いた

没後１４００年を記念

に一押し商品の紹介や各

定です︒

東京都台東区駒形 2-1-26

店舗データ

銘は？

ったことから︑政治や経

ど︑歴史ファンにとって

しました︒

し︑聖徳太子ゆかりのあ

観光地に隣接するお菓子

プラリーを計画しており

は外せないところです︒

るところで様々なイベン

年部副部長・瀧澤文彬

滋賀県菓子工業組合青

店の紹介などをしており

まだ途中完成ですが︑

ます︒

トが行われております︒
この２年間︑新型コロ
ナ感染症で滋賀の観光地

〒 111- 0043

https://www.oimoyasan.com

滋賀県菓子工業組合青年部

事業継承はどのように考

どうして小売りを始めよ

と︑千葉工大でコンピュ

﹁子供の頃から﹃芋屋﹄ える会社︶さつま芋生産

種の検証に携わりました﹂ えていますか？

商店齊藤浩一社長︵五四
︑契約

︑合

︵東京

発されたさつま芋の検証

いる農地が約

︑

︑
海外では︑ 入社を意識されたのはい

インドネシアで約

農家が約

都内観光地を中心に直営
フィリピンで約

メ横︑巣鴨地蔵通りなど

十二店舗で︑大学芋・ス
わせて約１６０

個分︶です︒収

うと考えたのですか？

号で浅草仲見世︑上野ア

大学芋

歳︶です︒
元々は川越で９ヘクタ

でさつま芋農家と庄屋を
イートポテト・芋ようか

︶程の農地

営まれておりましたが︑
ドーム約

個分︑甲子園

ん等を製造︑販売をされ
ている五代目の社長です︒ だと約

明治９年︵１８７６年︶

ール︵以後

40
ha
ha 30
ha 70
ha

国﹂と呼ばれ︑京の都に

滋賀お菓子マップ

03-3842-8522

電話

川小商店

株式会社

滋

賀



甘藷︵さつま芋︶専門問

ha

20
ha
34
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りながら煎餅を焼いてい

す。初代は餅菓子屋をや

業百二十余年になりま

山武市の橋本菓舗は創

ました。いちご大福作り

してもらうことを企画し

といちご大福作り体験を

の一つであるいちご狩り

なさんに、山武市の魅力

いちご大福作り体験
んたちは予定

張感で取り組んでいて、

ライトする前のような緊

した。時間の制約もあり、

時刻より少し

さあ、いち

自分の思い通りに体験し

こちらも負けずに一生懸

ご大福作り開

てもらえなかったと反省

遅れて到着し

始です。作業

点もありますが、私とし

命に教えることができま

の手順を説明

てもよい経験になりまし

ました。

したあと、①

た。

体験は橋本菓子舗でとい

いちごを白餡

川に焼いていた煎餅が飛

今回のいちご大福作り

うお話をいただき協力す

で包む②それ

んで行ってしまい、よく

体験の様子の一部が、山

ることになりました。山

を餅生地で包

拾いに行っていたそうで

武市公式ＹｏｕＴｕｂｅ

武郡成東町（現在は山武

む③出来上が

す。そのすぐそばの橋の

自販機で和菓子離れを防ぐ！

髙 山 堂

兵庫

手土産需要、観光需要が

かなか実行に移すきっか

デアはありましたが、な

で和菓子を販売するアイ

コロナ前から、自販機

２台、合計６台の自販機

れ、計画通り３店舗に各

ートを受け無事採択さ

融機関からの手厚いサポ

申請は大変でしたが、金

た。事業再構築補助金の

幅に増え、小学生や中学

さらなかった若年層が大

ころか、今までご来店な

がわかりました。それど

ったく無用であったこと

入後すぐにその心配はま

心配もありましたが、導

ければ離れられてしまう

供し続ける姿勢を保たな

新しい価値を真摯にご提

ず、お客様に対して常に

れは和菓子業界に限ら

う言葉がありますが、こ

いる「和菓子離れ」とい

数十年前から言われて

機」です。

蒸発し、売上・利益共に

けがなかった所、コロナ

を購入設置しました。私

生だけで自販機を利用し

という教えだと個人的に

ます。コロナ禍で贈答・

大打撃を受け、２０２０

と事業再構築補助金がき

も含め従業員も自販機を

てくれる場面をみかける

は認識しています。自販

販売の他、観光土産を中

菓子屋です。直営店での

が、現在ではコロナ前の

％未満になるほどでした

年４月〜６月は売上が

っかけとなり導入を決意

管理するのは初めてのこ

ことも日常茶飯事です。

機での和菓子の販売はあ

区で創業し、現在は兵庫

20

髙山堂
（たかやまどう） 神間で６店舗展開する和

しました。また、コロナ

とで不安もありました

自販機でご購入された後

くまで

％ほどにまで回復して

年に大阪市中央

禍で営業時間を短縮した

が、いざやってみると思

に、店内に入ってきてく

心とした卸売りもしてい

は明治

ところ、
従業員からは
「家

った以上に従業員もスム

きました。おやつ商品の
開発や品質向上を目的と
した原材料の見直し、働
き方改革、新規得意先の
開拓、オンラインを活用
した効率的な商談や会議
の実施、補助金の活用、
金融機関や税理士との連
携強化、コロナ融資…と
様々なことに取り組んで
参りましたが、その中で
業績回復に一役買ってく

も営業時間は元に戻さな

つながり、コロナ収束後

で働き方改革の推進にも

うになった」などと好評

ない、などのトラブルも

って出ない、釣り銭が出

なり、今では商品がつま

ーズに運用できるように

ています。投資額は

台

げることにとても役立っ

屋独特の敷居の高さを下

ださる方も多く、和菓子

防ぐものと確信していま

として「和菓子離れ」を

添った新たなご提供方法

ませんが、お客様に寄り

1
機で少しでも解決したい

けしてしまう一面を自販

め、お客様にご不便おか

いよう社内決定したた

客様が減らないかという

め、お店に入店されるお

の前に設置しているた

す。自販機は各店とも店

かなり少なくなっていま

資価値があると思います。

をＰＲするには十分な投

若い方々に向けて和菓子

能ですので、お子さまや

１００万円くらいから可

ブロック長・竹本洋平

年部・全菓連青年部近畿

兵庫県菓子工業組合青

す。

という思いもありまし

1

県西宮市に本店を構え阪

髙山堂

80

れているのが「自動販売

つの手法に過ぎ

族と夕食を食べられるよ

50
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原健一

されています。

チャンネル「さんむの魅

市成東）は平成に入りい

完成。一人当たり三個を

千葉県菓子工業組合常

ったいちご大

たもとに店があったこと
大福を販売することにな

名と六名の二回に分けて

体験してもらいました。

務理事・㈲橋本菓舗・市

力はココカラはじまる」

ちご農園が増え始め、町
りました。
を二月二日に行うにあた

行うことにしました。

客室乗務員の皆さん

福をカップケ

に屋号は由来します。
の活性化のために苺組合
使用しているいちごは
って、コロナ禍であるた

当日、いちご狩りを楽

は、あたかもこれからフ

十一名の客室乗務員に

成田国際空港に近いこ
からいちごを使用した菓
娘の嫁ぎ先である石橋苺

め作業台周辺が密になら

しんできた客室乗務員さ

の中で五月より動画配信

ともあり、昨年末に山武
子を作って欲しいとの要
園から、毎朝摘みたてを

ないよう、間隔を開け五

ースに入れて

市が「ＪＡＬふるさと応
望があり、当店では試作
届けてもらっています。

よるいちご大福作り体験

援隊」として、ＪＡＬ千
を繰り返し白餡のいちご

いちご大福

葉県担当客室乗務員のみ

ました。店の前を流れる

いちご大福作り体験

ＪＡＬふるさと応援隊

葉
千
庫
兵
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（７） 令和４年６月15日

全菓連では︑全国組合幹部研修会で林友件
氏︵大日本印刷株式会社Ｌｉｆｅデザイン事
業部・ビジネスデザイン本部・部長︶を講師
に迎え﹁贈答などの買物行動について〜コロ
ナ禍における市場や消費行動の変化﹂をテー
マに講演を行いました︒

その②
品をいろいろ詰め合わ

ー任せだったが︑自社商

ください﹂というユーザ

を続けながら︑ファンと

ザーコミュニケーション

テが合うのかというユー

ころは︑コントロールで

自社店舗を持っていると

ど︑制約はあるだろう︒

利益が目指せるものな

感してくれる人はなかな

れて︑物が売れると︑共

コミュニケーションもと

得できて︑毎月ユーザー

アップストアなどで︑マ

しい︒最近だと︑ポップ

借りて出店することは難

が東京の一等地の土地を

も増えている︒

して長く買い続けていた

一般流通系よりも利益の

ポップアップストアで

せ︑ユーザーの声を拾っ

メーカーは自分たちの魅

大きい商品が多くさばけ

は比較的安価で期間も限

ルイなどの出店サービス

販売の仕方は︑ユーザ

力ある商品を世の中に問

る︒１︑２年で儲かるわ

定している中︑新しい商

か離れない︒このため︑

ものを提供していく︒こ
ーに何を届けるのかとい

う機会としてＤ２Ｃの場

けではないが︑ユーザー

きるだろうが︑持たない

のような改善活動をする
う価値定義をするのがコ

を活用している︒スーパ

だく︒

ことで﹁この会社は私の
ロナ禍における務めだと

て個人の嗜好に合わせた

好みを分かっている﹂と

く体験の創出にもなる︒

のだろう﹂というわくわ

﹁次はどんな商品が来る

流通側の意向や大量生産

方は︑一般の流通商品は

はある︒メーカーの考え

ほかにもＤ２Ｃの兆し

Ｃがあがってくる︒

ための選択肢としてＤ２

考え︑ユーザーに届ける

商品や企画開発を社員が

ぜひしてみたい特徴ある

ーでは販売できないが︑

を作り︑販売するケース

を募りながらコンセプト

く︑今後いろいろな有志

で物をつくるのではな

開発していく︒自社だけ

の声を聞きながら商品を

するか︑どう動画を作っ

らもどうサンプリングを

ている︒弊社のお客様か

の出会いの場が求められ

あるもの︑面白いものと

品やよりよい商品︑魅力

考えている︒

スナックミーは﹁お菓子

・大量販売で︑ある程度

なり︑お客様からすると

を売っているのではな

コロナになって健康志

間に２万人の会員を獲得

食品をお届けして︑１年

ダ︑スープのような健康

されている︒リアルは人

値︑体験の重要性も見直

店とあるが︑リアルの価

Ｄ２Ｃブランドも多数出

Ｄ２Ｃの兆しとして︑

い︒ただ︑出店して物を

コスパがいいかもしれな

ＮＳでバズらせるのは︑

場で面白いことをしてＳ

用もかかるので︑体験の

ある︒全国ＣＭすると費

て流せばいいか︑チラシ

も始めている︒自宅で晩

向になり︑スムージーや

した︒大きな会社が取り

と物が触れ合う接点とし

置くだけなら︑しないほ

が増えていく︒大手メー

酌される方は︑おつまみ

サラダなど自分の健康管

組んだのではなく︑スタ

て大事な価値提供や体験

うがいい︒

どういう商品を作り︑ど

サスティナブルな意
識の増加

環境というとどんなイメ

％︑コロナ禍では

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

上巻・下巻

先月号より続く︒
ういうプロモーションを

０１６年３月から小さな

タートアップ企業は︑２

Ｄ ２ Ｃ︵ Direct to
するかだ︒
／メー
Consumer
スナックミーというス
カー直販︶という新

しい売り方
い︒ふとした瞬間の体験

に悩むと思う︒スナック

理のために体にいいもの

ートアップ︑ベンチャー

の場だ︒ただ︑メーカー

グでギフトを贈ると思

規模でベンチャー企業と

たりする︒そのお菓子を

ミーはおつまみも定期的

を取り入れるという意識

企業が取組みをしてい

次利用できるというコン

う︒最近はサスティナブ

やホームページをどう改

好きになってくれたら︑

にいろいろな種類送って

や行動が増えている︒グ

る︒それくらい会員が獲

セプトだ︒あげて︑中を

ルギフトを贈るというコ

カーからのユーザー離れ

うな形で︑１ヵ月で１９

買ってもらえるような循

くれる︒その人がどんな

リーンスプーンは流通を

に体験として壊れたら終

楽しんでくださいではな

ンセプトのギフトカタロ

介さず自社サイトの中で

８０円︑１ボックス７種

環が生まれる︒
今まで
﹁お

お酒を飲んで︑どんなア

でビールや焼酎を飲むと

わりではなく交換できる

く︑その後にプランター

グが増えてきている︒サ

ダイレクトトゥーコン
をお届けしている﹂と言

類が届く︒アンケートで

菓子は単一商品を選んで

をもう少し上げてもい

美味しいはずだ︒職人が

ところを︑贈る側の気持

で育てる︒あげっぱなし

スティナブル×お菓子・

して立ち上がった︒いろ

自分の好みを答えると︑

パッケージの商品を選ん

い︒環境に配慮するとい

時間と技術をかけてつく

ちで届けたい︒ものづく

ではなく︑その人がその

食品の視点で考えると︑

善すればいいかの相談が

違うお菓子を混ぜてくれ

で買うようにしている︒

う姿勢は︑企業ブランド

ったから︑物は間違いな

りのプライドとお客様と

後どういう体験や生活を

生活者とのつながり方や

もあるかもしれない︒

んな中︑メーカーができ

同じような物で同じよう

のイメージそのものだ︒

い︒ただ︑優れているの

つながり続けることが︑

して欲しいということ

商品のネーミング︑パッ

スムージーやホットサラ

を︑自分たちの消費者ユ

ることはたくさんある︒

な価格帯︑もしくは少し

サスティナブルな意識

はそこではなく︑壊れた

共感を呼んでいる︒

も︑ギフトの中にある︒

シューマ︑Ｄ２Ｃという

Ｄ２Ｃの新たなキザ

ーザーと直接つながりコ

安くていいものならいい

高くても環境貢献という

の増加では︑贈答・ギフ

ら新しいグラスと交換す

と
Seedlip

ケージは捨てるだけのも

える︒

ミュニケーションして︑

と考えがちだが︑データ

は︑
どういう見方をして︑ スナックミー側は︑次は

絆を深める︒そのために

として地球環境や社会問

文脈の中︑紙製品に愛着

トもサスティナブルな体

るという生涯補償をつけ

いうブランドが︑きのこ

物をあげるのではなく

のではないという議論に

いろな種類のお菓子をア

コロナ禍で︑地球環境

題は他人事ではない方が

を感じたり︑貢献意識を

験がクローズアップされ

ている︒私はこの商品を

の菌糸体を素材にしたギ

て︑その後も含めて贈る

つながる︒

呼び方で︑メーカー直販

や社会問題を考えるきっ

％

持ったりする︒再生紙や

家族や友人に贈ろうと思

フトボックスを︑販売し

ところの設計が大事では

シ

かけになってきている︒

の方が︑自分事としてと

エコと書かれたもの︑パ

職人とお客様をつなぐ

ったら︑グラスを使って

ている︒ギフトの箱は開

ないか︒

ソートして︑サブスクリ

ージを持たれるだろう

らえている︒昔なら賞味

ッケージは意外によく見

ところをミッションに掲

ほしいという気持ちでは

けたらすぐに捨てられる

結婚祝い︑出産祝いな

と読みかえることもでき

か︒レジ袋が有料化され

期限の長い物を奧から取

られている︒生活者に愛

げているワイヤードビー

なく︑美味しいお酒を飲

が︑このギフトパッケー

最 近 で は︑ otuma.me

た︑プラスチックストロ

ってしまっていたが︑意

され︑共感を生み︑社会

ンズというグラスの会社

んで日々楽しんで欲しい

プション・定期購入のよ

ーがなくなった︑紙素材

識が変わり︑逆に短いほ

に取り組んでいく企業を

の製品がある︒７千円の

る︒メーカーが自社商品

の製品が増えてきた︑リ

うからとってくるという

あらわす手段として︑紙

ど︑いろいろなタイミン

イギリスの

サイクルのスキームや回

方も増えてきている︒ま

ジがプランターとして二

つつある︒

収ボックスが増えてきた

と思う︒また︑もらう側

９面に続く ↖
グラスだが︑このグラス

林 友件氏（大日本印刷株式会社 Life デザイン事業部・ビジネスデザイン本部・部長）

化や表示について重要度

コロナ禍における市場や消費行動の変化

た︑なるべく紙でできた

定価：3,850円（税込）

定価：3,355円（税込）

定価：1,573円（税込）

贈答などの買物行動について

など︑いろいろある︒そ

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：5,500円（税込）

54

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書 上巻・下巻
～和洋菓子・パンのすべて～
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↖８面の続き︒

作り手と買い手が繋
がる
献意欲をどうくすぐるの

欲はどんどん高まる︒貢

何かに貢献したいという

基本欲求だけではなく︑

という貢献意欲もある︒

をなくすことに貢献する

来型のビジネスでは︑そ

て改善していくのか︒未

くりにフィードバックし

うつながり︑またものづ

ザーである自分たちにど

造過程の見える化をユー

いるのか︒売った後︑製

定し︑言葉を変換される

まうが︑価値ベースを改

はつい機能の話をしてし

リーだと思う︒メーカー

ロセスが語るべきストー

など顧客視点に立ったプ

天然素材を作っている﹂

栽培の野菜を使うと美味

美味しく感じたり︑自家

分が手を加えると一段と

間かけながら食べる︒自

いろいろなシーンで一手

孫︑お母さんと子供など

自宅でおじいちゃんと

と拒否反応を示すが︑こ

間がかかったり︑面倒だ

ズって話題になった︒手

ない︒これもＳＮＳでバ

ら︑それほど共感は生ま

ジュースが入っていた

にペットボトルでバナナ

思うが︑
少し余白を残し︑ 体験を売っている︒普通

る︒こんなことがトレン

表現したい︒それが映え

その様子を拡散したい︑

スと作った後の満足感や

るが︑作っているプロセ

クト映え﹂でも表現され

げ ら れ て い る︒﹁ イ ン パ

０・５手間調理は取り上

作り手と買い手がつな
か︒それがサスティナブ
だけでファンは増えてい

がること︒規格外の野菜
うした姿勢に対し︑共感

ルと環境につながり︑無

ドとなっている︒

や果物︑魚︑肉はなかな

うした若者の感覚を巧み

を生んで行動化すること

しいというような心理を

駄がなくなることにつな
く︒

か一般流通に出ない︒﹁も

どう考えるか︒５︑６年

何を伝えるかという時︑
少しの工程で完成させる

家庭の自己消費の中︑

袋に入ったものが届く︒

しているが︑冷凍状態で

ある︒店舗と通販で販売

次はバナナジュースで

が︑キットになって︑作

らえることは嫌がられる

されている︒一からこし

０・５手間の商品が注目

として一手間に満たない

こった︒その中で自分︑

タイルや意識の変化が起

が︑コロナ禍でライフス

生活者の価値観変化だ

生活者の価値観変化

に使い︑１つのトレンド

が大事だ︒新商品のター

つく︒

ったいない﹂
ものが多い︒ がれば︑素晴らしい社会

最近︑ビジネスの中で

前の私なら︑
ブランド名︑ 楽しさ︑０・５手間のよ

通販ではハンマーがつい

ちょい手間を楽しむ

ンで購入できるポケット
は︑プロセスエコノミー

うな話をしたい︒自分で

ゲットユーザーに言葉で

マルシェがある︒コロナ
を大事にしている︒プロ
コンセプトの面白さ︑健

になる︒

禍で応援商品がきっかけ
セスは最後ではなく過程

規格外のものをオンライ

となり︑登録者数が増え

生産者と消費者が直接つ
プロセスがあるが︑生活

流通し︑届けて︑という

験に焦点をあてると﹁う

た︒ただ︑プロセスや体

機能の話がメインになっ

する︒今までは最終製品

というちょい手間が発生

とイチゴは自分がくるむ

製品ではなく︑最後に餡

ただのおやつの時間では

バナナジュースを飲む︒

出している︒届いた時の

伝えたくなる︒拡散した

たり︑自分がしたことを

が笑顔でハンマーを叩き︑ ンスタグラムでアップし

ことを想像すると︑子供

くなることにもつながる︒ でこの３つが変わってき

たとか︑できたものをイ

ーブでちょっと作ってみ

である︒生活者の価値観

スティナブル︑体験価値

る︒共感・つながり︑サ

がキーワードになってい

ていく中で３つの価値観

家族︑自宅時間を見直し

ながるＤ２Ｃの話だが︑
者は最終製品だけで評価
ちの会社のこういう思い

が美味しかったら︑それ

なくて︑楽しみも入れな

り方もあれば︑ユーチュ

こうしたムーブメントが
するだけではなくなって
を持った職人がこのよう

を鮮度のいい状態で食べ

てくる︒これも体験を演

加速している︒顔が見え
きている︒どんな素材を
に作っている﹂
︑
﹁こうい

がら︑家族を笑顔にする

包むイチゴ大福は︑最終

る︑双方向のコミュニケ
使い︑どんな工場で誰が

てもらうという考えだと

て︑４・５倍に拡大した︒ で︑
ものを企画し考えて︑ 康素材や栄養成分などの

ーションができる︑買っ
う工場でこういう優しい

がネルという紙カップに

ッカサッポロには︑じゃ

３０億円なので︑

年度

２１年度の見込みは２４

や︑夏の帰省土産のよう

みやげんきプロジェクト

に比べると１０５・７％

どん続いていくのか︑形

なところで︑今年もどん

ている︒

どういう思いで製造して

お湯を入れて︑お菓子で

の伸びという数字が出て

二律背反トレンドにも

た側からすれば食品ロス

はないじゃがいものペー

年度の推

目しているし︑ポップア

が好調︑という話を伺っ

都内の路面の洋菓子店

ミアムブランドで︑交通

に︑シャトレーゼがプレ

た︒こうしたことを背景

年度から

いる︒

ナッツを買っている人が

ストのようなものがあ

ップストアやスタートア

％くらいの出

移を見ると︑半年当たり

る︒湖池屋はハッシュド

をベンチマークにしてい

ップのような売り方が増

ナッツは

多い︒昔はビールとピー

の手づくりの回数は１・

年度からする
時台で︑ここは食事代

購買や調理︑喫食のデー

とがある︒夕飯前にも間

現になっていた︒今はヘ

ナッツのようなイメージ

ポテトという本格感ある

るので︑

えていくのかも注目して

まう︒テレビ会議の間に

食してしまうので︑テレ

だったが︑今は全然違い︑ ５回から２・５回で１回

料理のようなネーミング

とまだ落ち込みがある︒

いる︒

を変えていくのかは︑注

もこそっと食べたりもす

ルシー志向で︑家の中で

増えている︒手づくりを

の商品を出している︒手

その中で︑ニッポンのお

タを首都圏の４００世帯

何も食べないが︑つい３

た︒巣ごもり需要で︑御

量の多い駅近の場所に︑

年度
ワークやステイホームで

も健康や食べ物を見直

値段も高めで５９８円や

一度してみるとお子さん

軽に食事未満だが︑間食

菓子市場の動向につい

の方に︑毎月記録しても

年度は

る︒午後もスコアが午前

伸びている︒この間食機

し︑食事がわりにナッツ

７００円でも買ってい

は体験として記憶に残る

ではないという食体験を

てだが︑自宅消費や巣ご

子店に戻っているとオー

土産菓子の動向だが︑

褒美や近くで美味しいも

このタイミングでも出店

ナーの方は語られてい

量販品の積極的な展開や

のを買いたいなど︑今ま

という戦略を打ち出して

購入場所の変化

ｅコマース︑インターネ

ではコンビニスイーツの

づくりにはまった人もい

い中身も変化

間食機会の増加に伴

テレワークに向け︑間

ット販売の増加を受け︑

れば︑しないけれど０・

も増えている︒完全に手

ただ︑
〜

会に対し︑お菓子をどの

を摂取するとか︑甘いも

る︒体に気を遣っている

ので︑土日や長期休みに

演出する商品も増えてい

以上に伸びている︒

ようにあてていくのかは

のを間食にとっていたが

ことや腹持ちもあり︑ヘ

は︑もう１回してみたい
時ごろに食べてしまうこ

サービスで商品︑食材の

うデータがある︒弊社の

お菓子の購買・消費行動

自宅でお菓子を食べ

わりにお菓子を食べる人

今後の戦略のテーマにな

ナッツでコントロールす

ルシー志向にマッチして

らっている︒集計して分

る機会は増加

がいたり︑会社にいたら

る︒

るという食シーンも垣間

もり消費が増えている︒

見える︒

る︒

析し︑食卓にどれくらい

〜

かった︒前々から間食と

食以上・食事未満という

いる︒

新しい食体系を演出して

見込みと出ている︒２０

次号に続く︒

レベルが高いので買って
５手間をかけていますな

いるメーカーがある︒ポ

いたが︑最近は路面洋菓

年度の菓子市場は回復
どいろいろある︒

土産菓子の動向

という機会が増えてくる

一方で外出を伴う土産菓

私どもの会社の

代の社員に聞くと結構︑

日中間食のメニュー出

セットとなる日本茶とコ

コロナ禍でおうち時間

る︒

いる︑ＳＮＳでしていた

20

20

19

ＨＰから簡単に登録ができます。掲載無料。
と思う︒

と︑そうでもない︒せん
べいやチョコ菓子︑アイ

現率と前年差というデー

ーヒーのスコアは当然高

う︒

20
などで取り入れられてい

出現しているかスコアを
出している︒間食︑喫食

メニューを

が増加しているが︑手づ

スクリームの出現率が高

月の平均値では︑約２％

タで︑上位

い︒柑橘類やナッツはこ

いるのか

どんなものを食べて

年度

の最終的な数字は︑前年

率を時間帯別に整理して

子は不調だろう︒

比の１・６％減である︒

いるが︑

の方が午前中に間食をす

調べた︒新規性のあるも

手作りを楽しむ

る︒テレワークしていた

くりのお菓子を楽しむ人

数字の限りではないだろ

自宅でお菓子を食べる

れまでに無かった︒特に

40

全菓連では、組合員様の販売機会の増大
を目的として、店舗・商品情報をスイーツ
プラザに掲載中です。新規登録・修正は、
全菓連ＨＰ「お菓子何でも情報館」から、
手軽に行えます。
スイーツプラザには、組合員様の店舗の
地図や商品情報、ＨＰやＥＣサイト等への
リンクが掲載され、旅行者等の来店やサイ
ト訪問者数の増加が期待できます。
組合員様でしたら業態に関わらずどなたで
も登録できます。小売りしていないメーカー
様でも、商品紹介や通信販売のＵＲＬ、取扱
い店舗の紹介などを掲載できます。
入力時に必要な帯封の番号
掲載に当たり、費用は一切かかりません。
新規登録・修正は全菓連ＨＰ
登録の際の注意事項
（http://www.zenkaren.net/
・菓子工業新聞を郵送時の、帯封記載の６～
７桁の番号が入力に必要です（図参照）。
お菓子なんでも情報館で検索）
番号が不明の場合は、ご加入の都道府県菓
の特設バナーをクリックし、登
子工業組合にご確認ください。
録ページで必要事項と写真を入
・店舗写真や商品写真は、１枚あたり１Ｍ
力するだけです。
Ｂまでになります。あらかじめ、画像編
なお、掲載まで多少お時間が
集アプリ・サイト等を利用して容量を調
かかる場合があります。
整してください。

21

11

のが出ているかという

25

19

12

ら︑昼前につい食べてし

年度の１〜５

土産菓子の分野ではこの

20

15

機会だが︑食マップとい

21

掲載の
全菓連スイーツプラザ ご案内

21

20
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工
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（９） 令和４年６月15日

全菓連では、全国組合幹部研修会で「地域

の現状に対応した開発・販売」をテーマにパ

ネルディスカッションを行いました。

自己紹介

ったのか、一度も失敗を
しないで過ごしました。
火加減や焼く時間、蒸し
すぎなどの間違いはあり
ませんでした。一番大変
だったことは、将来店を
持つことが前提だったの
で、安い給料の中で資本

を言っているんだ」と思

妙） 店は私が初代です。 た。職人から見たら「何

ました。昔の菓子屋でど

くりの修行よりも苦労し

かったことです。菓子づ

金を貯めなければいけな

ことが苦手でした。
ただ、 われるでしょう。製菓学
れだけ給料をもらえるの

めないと気がつきまし

校の先生には「どのくら
か、お分かりだと思いま

でした。住み込みで御飯

その①

ます。今は２店舗の展開

いう番組で、決勝で１対

れが銘菓だと思います。

もいいという思いで始め

て新しい和菓子があって

という和菓子屋を営んで

和菓子全般も作っていま

いました。彼女には将来

１の対決させていただき

おります。私も自分で店

をしています。お２人と

の店を持つため、納得し

ました。それで作りまし

はテレビチャンピオンと

すので、ＳＮＳの発信も

を立ち上げました。少し

ました。

てもらっていました。喉

たのが、白牛酪餅です。

違うのが、実家は和菓子

しており、ＴｉｋＴｏｋ

が渇いても、缶ジュース

覚えにくい名前で、商売

たので独立しました。富

たい方向性が実家と違っ

団子です。１日に２００

れているのは、みたらし

岡本

イルを貫いています。そ

文を受けてから焼くスタ

５０００出ています。注

り、繁忙期は４０００～

松田

す。

ものが中心に売れていま

います。そこで発信した

つけませんが、千葉県で

人だったらこんな名前は

ではフォロワーが

万人

関係でしたが、自分でし

自店の銘菓について

１本も買わずにお金を貯
めました。お金を貯める

田林市で開業し、今は隣

０～２５００は出てお

創業時から一番売

話として、コップに水を

坪くらい

次のコップを用意するよ

はいっぱいになったら、

でしまいます。でも、私

ことよ・全菓連青年部長）

岡本伸治氏（夢菓子工房

業しています。

の店があり、２店舗で営

ト菓子では、ハートの形

菓子での銘菓です。ギフ

作っています。それが生

は創業以来、三色団子を

酪餅を作りました。今日

かけて素材を探し、白牛

ないか試行錯誤し、５年

す。それを和菓子にでき

が白牛酪だったそうで

始め、その時に作ったの

徳川吉宗が初めて酪農を

１滴ずつためて、普通は

の羽曳野市に

うな生活をしていまし

の最中があります。小さ

た。ただ、それは私の時

房ことよを経営してお

三重県四日市で夢菓子工

代でもあったし、今後そ

り、自分は３代目です。

お持ちした菓子は、ゆず

ういう生活をしていいと

初代、２代目ともに家族

渋皮付の栗と千葉県の落

栗というパイ饅頭です。

高橋

花生を使った餡をパイで

白妙をオープンす

る時に決めたことは、伝

包んだ焼き菓子です。

ます。

な店なので、そうたくさ

も思いませんが、自分の

経営でした。私が５年の

の上用饅頭です。中は粒

店はオープンさせること

修行を終え「食いぶちが

んは売れていませんが、

ができました。

１人増えたのでどうしよ

統に縛られない和菓子で

く美観地区があり、その

のぬかを使い、ぬか漬け

はおかしいので、もち米

地域あっての菓子屋だと

ると思います。とにかく

ような持って行き方もあ

は、甘いものの舌休めの

と交渉しました。業者か

米を買わせてください」

くらいで農家を回り「お

ので、商売を始めて２年

です。私も農業学校出な

年くらいでど

ちこち回って開拓したの

できない」と言われ、あ

「今年は人手がいなくて

毎年１つ、２つの農家で

って回収していました。

けて２、３軒の農家を回

３日、自分で１時間半か

協に戻っても「一般の人

い」と言われました。農

う売っちゃったから無

のか、３年くらいで「も

約束したのがいけかった

は幾らで買います」と口

向こうの言い値を「今年

け、取引を始めました。

庵・ 全 菓 連 前 青 年 部 長 ） う」と家族会議を開いた

町並みをモチーフにした

を作ろうと考えました。

思います。ネットで全国

らは半分くらいの値段で

ですが、

には売ることをやめまし

が空いたからもう帰ろ

り、イベントには和菓子

普通、もち米のぬかは手

的な販売を目指すことも

買えたのですが、もち菓

こも作ってくれる農家が

た」というので、違う農

した。彼女もできて結婚

せてもらいました。
また、 は、いちじく、ぶどうで

教室を開催したり、地域

に 入 り に く い で す が、

していますが、やはり地

子を多くしていたいため

無くなりました。それな

協に変えて５年くらいし

す。未来には、古くなく

す。一番はデラウェアで

との触れ合いをいろいろ

我々なら農家に言えば手

域との結びつきを深めた

一度に

らスーパーで買ってしま

ことが思い出に残ってい

地域のいちご農家で面白

す。農家から仕入れて、

させて頂いています。

に入ります。実際に作っ

いと思います。

年くらいしたら「すみま

おうと、３軒くらい回り、 ていましたが、そこも一

大阪で和菓子工房あん庵

い取組をされているとこ

地域の限定をアピールし

そして、富田林の特産

たらまあまあ美味しかっ

高橋

せん。もち米はやめまし

昨年、一般への小売をや

う」というデートをして

ろがあり、ハウスの中に

ています。私は普段から

はナスとキュウリです。

たのですが、その時は事

つきに何度か挑戦しまし

た」と言われました。そ

どこのいちごが良くて安

めたので、去年から茨城

にも到りましたが「お腹

グランドピアノを置き、

農家の畑を見に行って写

商工会から「お菓子にし

情があり、やめていまし

たが、どうも私が合わな

れから新たに作ってくれ

いか、情報交換しながら

和菓子屋が漬物を作るの

いちごにクラシックを聴

真を撮ったりしていま

てくれ」と言われ、確か

た。今だったらいけるの

いみたいです。私は一生

る農家には当たらなく

買っています。

田林には室町時代から続

かせています。農家と大

す。地域的には大阪で初

にナスの砂糖漬けはあり

ではないでしょうか。Ｓ

懸命にアピールするので

て、断念しました。いち

また、千葉県はサツマ

苦闘しています。

ローチをしても面白いか

学の先生もコラボして、

めて、私達の地域で「百

ますが、商品化するのは

ＤＧｓが一般的になり食

すが、行政から見ると熱

ごも苦労しました。私の

イモが有名なので、農協

次号に続く。

とコラボして、県主導で

産官学で動き、結果を数

舌鳥古市古墳群」が世界

非常に難しいと思ってい

物を捨てないという意味

意が足りないのか「今回

こだわりがいけないの

で買っていました。３年

もしれません。

値化して本当に甘くなっ

遺産に認定されました。

ます。お菓子にしないほ

では、今のほうが合って

は見合わせました」とい

か、軸付のいちごを、農

かけていい農家を見つ

近隣小学校の児童を集

ていることが分かってき

仁徳天皇陵の次に大きい

うがいいのではないか。

いるので、もう１回出来

うことが多いです。農家

家の言い値で買付し、週

羽曳野市の特産

ました。行政の方が言わ

応神天皇陵も羽曳野市に

ナスとキュウリが美味し

ればと考えています。無

とは親しくしたいつもり

俵分買いで、３

れるのは「地域のお菓子

あります。その町おこし

いのは、普通に漬物では

理矢理お菓子にするより

地域行政との結び

屋さんとつながりたい

的なお菓子を作らせてい

ないかと思います。でも

した。そんな状況で悪戦

県産に変わってしまいま

が、どうすればいいか」

ただきました。また、富

松田

松田明氏（株式会社あん

餡です。もう１つはひめ

私のところの銘菓

３分の１たまったら飲ん

12

お客様から支持を得てい

50

なので、皆さんからアプ

白牛酪餅

高橋弘光氏（株式会社白

物づくりが好きだったの
い働いたら一人前になれ

年働けばなれる」と言わ
は最初の１週間くらい外

実は私は和菓子を食べる

で、鶴屋吉信さんの練り
ますか」と聞いたら「

歳だか

すが、本当に小遣い程度

切りを見て、省略された
美しさ、手際の良さに感
れ ま し た。
「今
歳になったら店を持

高橋 弘光氏（株式会社白妙）
松田
明氏（株式会社あん庵・全菓連前青年部長）
岡本 伸治氏（夢菓子工房ことよ・全菓連青年部長）

地域の現状に対応した開発・販売

め、和菓子体験教室もさ

鍋を買って自炊を始めま

金が貯まらないので、鉄

食をしていましたが、お

銘を受け、和菓子の道に
ら
つ」を目標にして頑張り

進みたいと思いました。
それで、製菓学校に進学

最初の３年間は自分の

ました。

で働き始めようというと
努力なのか、得意分野だ

させてもらい、いざ修行

き、菓子屋は日曜日に休

ち上げの委員の一人とし

自店と地域のつながり
岡本 「地元四日市市の
て招集されています。三
重県からも
依頼を受け
て食関連の
委員会にも
所属し、行
政と食関連
の我々との
接点を作る
こともして
います。食
品だけでな
く、旅館業
も多い地域
なので榊原
温泉の旅館

10

20

依頼で四日市ブランド立

パネルディスカッション

50
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令和４年６月15日 （10）
（毎月 15 日発行）
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第999号

第999号

都市間の往来が抑制さ

ージと連動する

メージは、お菓子のイメ

では大切になる。企業イ

こういうことが店舗運営

をお客様に与えられる。

くれるんだ」という感動

をすれば「ここまでして

までお持ちするサービス

れたものを待っている車

あるいはウエブで注文さ

る店舗ならば、電話注文

駐車場を併設されてい

までするかが大事だ。

ば大丈夫ではなく、ここ

がる。これだけしておけ

菓子への安心感にもつな

士、仲間内で販売し合う

がいるので、知り合い同

州、沖縄までの地域の方

た、今日は北海道から九

てみることも大事だ。ま

では都会の流行り物をし

では地方の銘菓を、地方

もの勝ちだと思う。都会

方は少ないので、やった

思っても、実際にされる

た だ い た。「 い い な 」 と

目、４台目も導入してい

大阪のお客様には３台

らったら行列ができた。

方のお客様に導入しても

たので、作れる機械を地

モンブランがはやってい

京都の和菓子屋の錦糸の

銘菓が買えたら嬉しい。

お菓子、有名なお菓子、

をしてもらえたらいい。

したり、真似て作ること

は、お互いにやりとりを

来が抑制されている間

える要素があるので、往

く、お客様に喜んでもら

白い。儲けるためではな

真似た物をすることも面

のもいい。そういう形で

２週間ごとに変えてみる

販売する。地方ごとに、

した」と堂々とうたって

け、「 真 似 て 作 っ て み ま

たくても行けない方に向

帰省できない方、旅行し

いう御時世だから故郷に

るかもしれないが、こう

ら「真似している」とな

いうものもいい。普段な

似て作ってみました」と

い方をすれば「○○を真

れ、店頭であれ、お客様

には大事だ。ＳＮＳであ

も、関係性を深めるため

菓子を完成させること

で一緒になり、新たなお

たし、お客様との双方向

然違う食べ物になってい

た。私もしてみたが、全

ラになるので話題になっ

たら、フォンダンショコ

コパイをレンジでチンし

る。大手メーカーのチョ

がＳＮＳでバズってい

今、食べ方提案、一手間

い。おうち時間が増えた

のリメイクをするのもよ

やすには、自分の店の品

ロイヤルユーザーを増

をお客様から募集し、巻

めにはそういうアイデア

イヤルユーザーを作るた

新たなお菓子になる。ロ

一手間をかけることで、

ること。既存品でも何か

の声が反映される場を作

パイと絞り込む用のクリ

いる。神戸の洋菓子屋は、 次の世代のお客を作るこ

ってもらうことが受けて

ェ体験でモンブランを絞

られていたら、パティシ

えば喫茶スペースを設け

き込むことも必要だ。例

もいい。こういう商品は

のような参加型にするの

いう商品にしている。こ

おうちで絞ってもらうと

ームを一緒に販売され、

師に迎え﹁ウィズコロナ時代を迎えた今後の菓

ン株も出てきているの

減っているが、オミクロ

ここのところ感染者は

続くと考えてお話しした

コロナ時代は、まだまだ

のような状況で、ウィズ

くるかも分からない。そ

子店経営﹂をテーマに講演を行いました︒

で、アフターコロナとは
い。

い。体温測定カメラも、

ははったりでも構わな

言えそうにない。いつま
たコロナ禍の規制が出て

店舗運営
安心は可視化
店舗で、
皆さんも当然、 アルコールの自動噴霧器

ものだ。商品を出した頃

簡単に煉り切りができる

出した。これはレンジで

きり」という商品を世に

っ た。
「レンジＤＥねり

人がスマホで動画を撮

一緒に来ている家族や友

そ、共感の輪が広がる。

れたらいい。こんな時こ

ない。それで笑いがこぼ

ときにこぼれるかもしれ

お客様がされたら絞る

やわらび餅のミックス粉

を見越してゼリーベース

り６カ月もある。温暖化

出した。今は夏が長くな

が、その後、水大福粉を

シーズンはアウトだった

売上げがよく、あとの３

引き出し、発信してもら

に何か一工夫することを

それにお客様からさら

を冬場向けにしたい。

れ」と言っている。それ

かつ味も変わるものを作

は「状態も変わり、なお

て形状も変わる。開発に

や自分への御褒美チョコ

なってきて、本命チョコ

いる。義理チョコが無く

レンタインも落ちてきて

洋菓子もクリスマスやバ

れは和菓子だけでない。

が、随分落ちてきた。こ

けるという方が多かった

頃、和菓子屋は祭事で儲

私がこの業界に入った

ういうところに向け、ト

売れている。だから、そ

ない」と結構高いものが

は「お金を使うところが

子的な自分で食べるもの

もしれない。ただ、生菓

単価は上がっていないか

は、全体で平均すると客

答用をされているところ

だ、贈答用は厳しい。贈

なものが売れている。た

いはコンビニですら高級

さんのようなお店、ある

まだ遠いと思うので、そ

る。アフターコロナには

こをしっかりと押さえ

金を使われる時代だ。そ

ソナルなことに皆さんお

入学式や卒業式などパー

供の誕生日はもちろん、

る。祭事よりも自分の子

してあげることもでき

お客様のデザインを印刷

るようになっているの

ェットプリンターが使え

用されるのは好感度で

らだ。昔ならばＣＭに起

言っていると思われるか

きている、本当のことを

を吐くイコール本音で生

に使われているのは、毒

い。しかし、意外にＣＭ

けではないと思う人も多

だ。毒を吐くし、ＣＭ向

な例がマツコデラックス

して、印刷も可能である。 れる傾向にある。代表的

で、パソコンでデザイン

「いい人」だった。こう

いる感覚があり、信用さ

方が本当のことを言って

ントより、毒を吐く人の

だわっていられません」

には「もう国産品にはこ

るイメージを与える。他

て本当のことを言ってい

言って休止する。かえっ

です、かないません」と

は堂々と「これ以上無理

まではやり、やめるとき

得られる。やれるところ

ことでお得感や満足感を

は作るべきで、そうする

まだ可能だと思われる間

堂々と訴求する。このよ

休止します」とお客様に

価される。しっかりとし

する。こういう姿勢が評

風評被害に流されないで

して大丈夫と思ったら、

とは凄いと思った。検査

の栗を使い続けていたこ

放射能検査をして茨城産

らされません」と言われ、

屋が「うちは風評には踊

に、東京の老舗の和菓子

得る。東日本大震災の時

ただ、お客様は賢いので、 ことで信用・信頼を勝ち

うなこともあっていい。

た根拠、明快なストーリ

通じない。はっきり言う

中途半端なごまかしは

言う。

とができる。

も安いものだ。そうした

は緊急事態宣言下で、子

り、
ＳＮＳに投稿したら、 などに力を入れていたの

う場を作ることが「私の

になったようだ。そうい

ッピングの組み合わせや

れまでは余計にこうした

いう時代だから原料が高

消毒や体温測定をされて

供たちに少しでも和菓子

で、夏はそれ以上の売上

お店」というイメージを

う中でパーソナル化が進

パーソナルでできる、選

傾向は強まる。

ものを設置して、列ので

になじんで欲しい思い

宣伝になる。ロイヤルユ

げになっている。秋も栗

構築することになる。こ

んでいる。パーソナル化

べる形にするなどを店頭

いると思う。ただ、重要

と、おうち時間をどう過

ーザー作りには、商品を

のペーストや栗餡、栗の

ういう場づくりが重要。

は高級化と近い位置にあ

モンブラン絞り器

おけば、お客様の安心感

れているので、自分の行

ことも面白い。極端な言

ごすかで取り組んでみ

いかに工夫するかだけで

甘露煮が伸びている。今

客寄せする商材と、稼ぐ

祭事はパーソナルへ

た。このような仕掛けが

はなく、売り方や販売の

の課題は冬をどうするか

温めチョコパイ

きるところにはラインを
は変わる。店舗への安心

動半径で、流行っている

その①

なことは安心感である。
引いておく。こうした、
感は、ひいては商品、お

注力してもらっている。

全菓連では︑全国組合幹部研修会で上野晃富

理屈ではなくて、あくま
ちょっとしたことをして

の方は、柏餅の葉っぱ屋

常温でも食べられて、リ

大事だし、私がもしモン

仕方をどう工夫するかが

ロイヤルユーザ
ーを増やそう

で感情なので、その面で

分の商品にして、モンブ
だと思われるだろう。確

ベイクすることで味変し

代表取締役社長︶を講

私の会社は原材料屋で
ランクリームをかけても

かに昔は春だけ突出して

史氏︵株式会社上野忠

あるが、コロナ禍で初め
らえばいい。

ブラン絞り機を導入して

でされたら、それ以上の

ーを作り上げ、こちらが

る。コロナ禍なのでスー

など、要はメリハリをつ
商材、さらにお客様との

くなったら、一旦やめる

考えており、弊社の開発

お客様を洗脳するくらい

欠かせない。一手間をか

けることが大事で、かた

いたら、機械を置く台を

こ と も あ り だ。「 イ チ ゴ

の気概があってもいい。

信用度⬇好感度の時代

や「ここはこだわってい

効果を生み出す。

が高騰し、価格に見合う

パーの売上げはいいが、

芸能界でいえば万人受

関係性を深める商材で目

フードプリンターは安

ます」というのも堂々と

次号に続く。

ものがないのでしばらく

にリベイクするもの、例

ったお菓子づくりをする。 じではない。百貨店や皆

けし、毒を吐かないタレ

けることで雰囲気も変わ

ースターで温めるものに

くなっており、インクジ

１８０度回転するように

私どもの会社を御存じ

客単価が上がっている感

らう。ベースの部分を自

的を明確にし、それに沿

上野 晃富史氏（株式会社上野忠・代表取締役社長）

えばレンジやオーブント

今後の菓子店経営

る。

ウィズコロナ時代を迎えた

して、お客様に絞っても

往来の抑制

てＢｔｏＣ的な商材を扱
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日本菓子専門学校

マンゴー水羊羹
【マンゴー水羊羹配合】
個分

加糖練乳……………

キューブカップ

粉末寒天……………４ｇ
【工程】

ｇ

水………………５００ｇ

練乳クリームを絞り込む。 りないと感じた場合は、

おすすめです。酸味が足

類があるので、ピュレを

ー系など、たくさんの種

※マンゴー以外にもベリ

❷マンゴー水羊羹の上に

レモン汁の量を少し増や

※クリームが苦手な方

変えることで違う味も楽

糖されているものは加糖

しめます。

は、
なくても大丈夫です。 してください。また、加
水羊羹として食べられま

量に気を付けてください。

たくさんのお客様に来て

店舗外観

入らなかったりと予定よ

いただいて嬉しく思いま

トキノワのバウムクーヘン

菓子職人として長年働い

りかなり遅れたりし、本

る私も加わり家族で営ん

ニーズに対応していく為に

より専門性を高め時代の

バウムクー
ヘン専門店

「トキノワ」

•••••••••••••••••••

す。
※今回はカップ流しで仕
上げたが、羊羹舟などの
型に流し固めてカット仕
上げでもよい。
よく冷やして食べると
酸味もあり、暑い夏でも

月３日に三
重県津市にてバウムクー

コロナ禍になり得意先

てきましたが、このタイ

令和３年

※マンゴー水羊羹の黄色

ヘン専門店「トキノワ」

の悪化等で売上の減少も

さっぱりと食べられます。

い色はマンゴーピュレの

をオープンさせました。

マンゴーピュレ

津市の官庁街にある今

ンをと思い、曾祖父が和

あり何か新たなアクショ

意味でも今までの歴史は

ミングで事業継承という

と思いましたがなんとか

当にオープン出来るのか

ってからが本当の始まり

す。オープンして暫くた

できました。

色で、着色はしていませ

む

●マンゴー水羊羹を仕込

ｇ

冷蔵庫で冷し固める。

ん。

ｇ流し、

❹煮詰め上がり重量にな
●練乳クリームを仕込む

❻カップに約

れて火にかける。
ったら弱火にし、レモン

年になる父の

店舗も出来上がりました。 だと思いますので気を引

年で創業

大切にしつつ新たな挑戦

てる。

マンゴーピュレはメー

菓子屋を祖父がパン屋を

わせる。

❶粉末寒天と水を鍋に入

❷沸騰して寒天が溶けた
❶生クリームを軽く泡立

代から始めた洋菓子店、

を加えて溶かす。

レモン汁……………

カーによって色や味、酸

※煮詰め上がり重量

手つかずの所もあり私自

き締めていくつもりです。

った材料は地元三重県産

身も初めてのことばかり

商品構成もかなり悩み

ンドでの出店を決意し、

の物を使い他も厳選した

で沢山の方に助けてもら

をしたいとルフランはそ

❷練乳を加えて絞れるく

今まで様々な洋菓子を作

物を使い、通常の形のバ

いながら日々学んでばか

父が洋菓子店を始めてい

❺火を止めて粉ふるいに

ってはきましたが、私が

ウムクーヘンだけでなく

りです。

「仏蘭西菓子ルフラン」

❷白並餡を加えて溶か

一番力を入れてきたバウ

食べておいしく、目でも

ネット等を含めたこれ

味の強さが違うので、色

約１３４０～１３６０ｇ

ムクーヘンで他に無いバ

楽しめる様に形や彩も

から変わっていくであろ

オープンしたばかりで

ウムクーヘンに特化した

様々なラインナップにし

う販売の仕方や、変わっ

ましたが、卵や小麦とい

を

専門店を作ろうと考えま

パッケージもこだわって

のままに別の新たなブラ

らいの硬さまで泡立てる。 が濃く甘みの強いものが

した。

も考えましたが、いつか

あまり不向きな形態かと

が少なくなった時代には

中で人と人の直接の交流

い商品でこのコロナ禍の

うにとの願いを込めて

まなシーンで愛されるよ

なし輪をえがく」さまざ

時の中で話を生み、和を

そして「暮らしという

の笑顔を少しでも多く作

さんありますが、お客様

していく為、課題がたく

など時代に合った運営を

り教育や労働環境の整備

でよりも従業員が多くな

ゆっくり始めていけば

「トキノワ」と店名をつ

しまえば後は良くなるだ

良いかなと思い特に宣伝

三重県菓子工業組合・

は収束するだろうから悪

けかなと短絡的ではあり

もしませんでしたが近隣

株式会社Ｆｌａｎ代表取

れる様そして長く続けて

ますが思い準備をはじめ

にバウムクーヘン専門店

締役・箕田庸男

けました。

ました。しかしコロナの

が無い為、珍しさもあり

つもりです。

いける様に努力していく

影響で建築資材や機材が

い時に悪いなりに始めて

手土産やギフト色の強

ていく働き方など、今ま

たことからも私自身も洋

通す。

話 ０３－３４００－８９０１
電

作りました。

年程前から長男であ

し、再度沸騰したらマン

【練乳クリーム配合】

43

％）
…６００ｇ

………２４０ｇ
汁を加えて静かに混ぜ合

ゴーピュレを加える。

マンゴー水羊羹
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10

白並餡
（
50

らグラニュー糖、トレハ

トレハ………………

グラニュー糖…１４０ｇ

60

重
三

38

ｇ

11

24

60
40

60

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