全菓連ホームぺージで視聴可能

日︑明治記念館で開催した令和４年度事務局連絡報

法の説明﹂が約

分で︑

明されている︵本紙でも

明細書を出していた場合

た方から売った方に仕入

明されている︒両講義と

で保存することなどが説

電子取引は︑電子データ

要件︑また︑取引先との

スキャナ保存する場合の

要になったこと︑書面を

となり︑帳簿の印刷は不

子データでの保存が可能

要件に満たしていれば電

れると組合員様用ページ

ザー名とパスワードを入

ージに移り︑別項のユー

ックすると︑ログインペ

﹁組合員様情報﹂をクリ

はトップページの左上

開しており︑掲載ページ

菓子何でも情報館﹂で公

全菓連ホームぺージ﹁お

講義の視聴方法だが︑

以後掲載︶︒

はどうするのか︑消費税

もに分かりやすい内容と

となる︒その後︑右下の

令和３年度の改正により

額の端数処理︑ほかには

なっているので︑組合員

インボイス制度︑改正電子帳簿保存法︑

納品書をインボイスにす

の方々は︑受講されたい︒ ﹁ セ ミ ナ ー︵ 動 画 ︶﹂ を

講習は財務省主税局税
で帳簿に加えて適格請求

控除をするため︑これま

ること︑課税事業者は登

請求書の発行が不可とな

のか︒免税事業者は適格

れている︒

た事前準備などが解説さ

ンボイス制度開始に向け

買う場合の経過措置︑イ

今後の新たなインフラと

ちば経営応援隊︶からは︑

定非営利活動法人ＩＴＣ

また︑浅井鉄夫氏︵特

より導入される﹁インボ
買い手に適格請求書︵イ

あることなど︑初歩的な

が必要になること︒
逆に︑ 録番号を取得する必要が

長よりは本年から改正さ

則法規第一係・金田一係

次に同局税制第一課通

て﹂で︑動画は約

フォーメーションについ

なる﹁デジタルトランス

新菓子︶を３品︑組合員

の洋菓子の第２回目︵最

る︒また︑これまで買っ

ルト・グルモン﹂︑﹁フレ ﹁組合員様情報﹂を開き︑ て︑第３回和菓子講習会

門学校の講師による﹁タ

講習品目は日本菓子専

れた﹁改正電子帳簿保存

その後︑右下の﹁製菓技術

掲載ページは前述の

ロードできる︒

ＤＸの用語の意味から説

限定で動画配信する︒前

スコ﹂
︑
﹁マキャフェ﹂の

講習会︵動画︶洋菓子編﹂

も年明けに公開予定︒

令和４年度の事業とし

をクリックする︒なお︑

述の専用ページに９月上

３品で︑レシピもダウン

にお問い合わせください︒

は都道府県菓子工業組合

ユーザー名︑パスワード

視聴できる︒

クリックすると各講習が

る事例や免税事業者から

デジタルトランスフォーメーションを講習
全菓連では７月
告会を全菓連ホームぺージ﹁お菓子何でも情報館﹂でも公開した︒内容
は﹁インボイス制度の説明﹂
︑
﹁改正電子帳簿保存法の説明﹂
︑
﹁デジタル
トランスフォーメーションについて﹂
となっている︒それぞれの講習は︑
全菓連ホームぺージにて組合員限定で視聴可能なので︑ぜひ受講された
い︒また︑別項の製菓技術講習会の第２回洋菓子︵最新菓子︶も９月上

制第二課・佐々木課長補
書︵インボイス︶の保存

イス制度の説明﹂が約１

ことから説明されてい

︶を３品目

最新
菓子

分で

ンボイス︶を出す時︑何
を追加で記載すればよい

第２回 洋菓子
︵

動画による製菓技術講習会

税額計算により仕入税額

時間で︑内容は消費税の

佐より令和５年

月１日

旬に公開する︒

20
50

旬に公開︒

マキャフェ

Ｂ上での製菓技術講習会

フレスコ

第1001号
（令和４年８月）
● http://www.zenkaren.net/

29

先月に引き続き︑ＷＥ

タルト・グルモン

全国菓子工業組合連合会
理事長 齊藤俊明
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員： 600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般： 2,000円

菓子工業新聞

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８月15日

中・四国ブロック会議を開催
コロナ禍の下での組合活動等を議論
類基金の補助金で講演を

っていること︒今年は豆

使い販売促進の取組を行

こと︒国の補助金などを

を考えていること︒全菓

と︒Ｇ７サミットで企画

産販売に取組んでいるこ

産小豆を使った菓子の生

ていること︒また︑広島

開催が予定されており動

は阿波踊りも３年振りに

ンで開催したこと︒今年

ブロック会議をオンライ

○徳島県からは︑昨年︑

○鳥取県からは︑コロナ

ことの報告があった︒

コラボ企画も行っている

うどん店とお土産物屋の

ンクールもやっており︑

ったお菓子︑県産品のコ

出議案の審議に移り︑菓

ことの報告があった︒

路面や排水溝を補修した

が︑排水が上手くいかず︑

一部を貸し出している

会議は︑開催県広島県
っている︒また︑手数料

事業者にも加入促進を図

り︑異業種から参入した

ンの活用で︑コンパクト

事会や総会も︑オンライ

の削減を行ったこと︒理

お菓子祭りをやったが︑

にコロナ対策の補助金で

○高知県からは︑一昨年

との報告があった︒

店の支援に動いて欲しい

続いており︑小規模菓子

マスクを配ったこと︒全

裕が出来たので組合員に

活動が停滞して資金の余

環境をめぐる諸問題への

その後︑全菓連から事業

について話し合われた︒

続いて︑各県からの提

企画しているとの報告が
き出したかなぁと感じて

動実績等の報告が行われ

全菓連近畿ブロック会
博についても関わり方を

あった︒

日︵水︶に広
た︒

議が７月
検討している︑との報告

子業界向けコロナ対策や

○岡山県からは︑組合員
者不足から会員の減少が

禍で組合員への賦課金を

○山口県からは︑組合員
があった︒

いること︒高齢化と後継

島市においてブロック内
数の減少に伴い︑理事数

ブロック会議の会計処理

の減少傾向が続いてお

％に引き下げたこと︒

名の参加者を

菓子工業組合大谷理事長
今年も

介の後に議事に入り︑先

理事長の挨拶︑出席者紹

ロック長︶と全菓連齊藤

谷副理事長︵中・四国ブ

○島根県からは︑専門学

った︒

っている︑との報告があ

再構築補助金の申請を行

廃業等で組合員が減少し

なしにしているが︑高齢

経営で収益を上げ賦課金

○広島県からは︑駐車場

た︒

との報告があった︒

組合役員も協力している

会をやることになり︑県

まん﹂をきっかけに博覧

と︒来年の朝ドラ﹁らん

のお砂糖やオリーブを使

ていること︒他にも香川

て欲しいとの依頼を受け

った新しいお菓子を作っ

小麦﹁さぬきの夢﹂を使

○香川県からは︑特産の

あった︒

で困っているとの報告が

いないと変えられないの

款が成立要件を満たして

金も使えそうなこと︒定

菓博については県の補助

と決定された︒

開催県については岡山県

また︑次期ブロック会

った︒

対応等について報告があ

ら︑専門店では︑低糖質

の解説を掘り下げなが

と︒菓子会館の駐車場の

組合費を半額にしたこ

禍で組合活動が停滞し︑

○愛媛県からは︑コロナ

ク会議は終了した︒

交換等が行われ︑ブロッ

事会が行われ︑更に意見

室に移して着席方式で食

しい分野であるが︑身体

スイーツは取り組みが難

会議終了後︑会場を別

校を３年ぶりに開校した

最近のスイーツのトレンドを探る
向け
て

に優しいという面で消費

名の受講があった︒ゆっ
くり見ることが出来て良
かった︑関心のある内容
が紹介されており︑興味
を深めたという意見が寄
せられており︑岩手県菓

岩手県菓子工業組合・
小沢仁

〒104-0061 東京都中央区銀座１丁目18番２号 タツビル
電 話 03（6673）4333（代）／FAX 03（6673）4568
ＵＲＬ http://www.jbcm.or.jp http://www.mobacshow.com
E-mail mobac@jbcm.or.jp

ポストコロナ時代の商品開発に
師にスイーツジャーナリ

平岩氏は︑事前に準備

岩手県菓子工業組合

者の関心が高い分野では

ポストコロナ時代の商品
したシャトレーゼやコン

ストの平岩理緒氏︑聞き

開発に向けて〜﹂は︑去
ビニのスイーツを一つ一

︵齊藤俊明理事長︶が主

ないかなど︑岩手県内の

る七月十一日︑いわて観

つ試食しながら︑商品の

手として岩手県菓子工業

光経済交流センター会議

風味や香りについて︑専

子工業組合では︑引き続

催するスイーツＷｅｂセ

銘菓や菓子店の動向を説

室で開かれ︑受講者が最

門店の菓子と量産菓子の

やピューレだけでは出せ

き︑商品開発に関する勉

組合常務理事・技術部長

新の業界事情と商品動向

違いを丁寧に解説した︒

質スイーツでは︑ロール

ない果実感があってリッ

強会を計画していく考え

ミナー﹁シャトレーゼ・

明した︒

について理解を深めた︒

そ の 中 で︑
﹁シャトレー

ケーキは生地がパサつい

チな味わいになってお

の阿部大司氏が務め︑対

講演会は︑岩手県中小

ゼの商品は︑世の中のト

たりするケースがある

である︒

コンビニスイーツは何が

Ｗｅｂセミナーは︑夜

企業団体中央会の新型コ

レンドをよくつかんで開

が︑
シャトレーゼ製品は︑ り︑よく研究し製造され

談形式で進められた︒

ロナウイルス感染症対策

発製造している︒専門店

ている﹂と語った︒聞き

評価されているのか？〜

事業を活用し︑インター

の菓子は職人が︑しっか

ふんわりしっとりした食

手の阿部氏は︑平岩講師

間に行われたが︑終業後

ネットを利用したオンラ

りとした技術をもとに製

感で美味しい︒ペースト

〃
〃
〃
常務理事･事務局長

ということもあり︑約

イン会議ツール﹁Ｚｏｏ

造している︒特に︑低糖

スイーツ web セミナー

ｍ﹂にて開催された︒講

博
尚

治
一
浩
政
節
紀
人
実
孝
文
淳
秀
利

田
田
原
中
井
林
林
島
木
増
原
梶
田
中
小
若
竹
鈴
事

長
長
長
事
事
事
事
理
理
理
理
務
務
理
副
副
専
常
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ず︑各県から前年度の活

月にやりたいこ

にできたことが報告され

60

収入の減少もあり︑事業

得て開催された︒

各県より

13
33

の歓迎の挨拶︑全菓連小

70

日本製パン製菓機械工業会

手
岩

令和４年８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1001号

の皆様にもお伝えしてマ

で作っています︒中四国

円滑に進むように︑文書

諸連絡についてなるべく

謝しています︒高校との

いても皆様のご協力に感

出来るととらえられたと

に関して︑手軽に贅沢が

が長年研鑽している菓子

なります︒その中で︑我々

択肢を選ばざるを得なく

が起こりますと︑違う選

ます︒一旦このような事

のような集団の中の個で

すが︑組合や青年部活動

まれてしまう事が多いで

していると︑波に飲み込

す︒そんな時︑個で活動

く展開できると思いま

ものではないので︑大き

た知見はたやすく崩れる

〇嚴島神社

ソードが語られた︒

ドからは次のようなエピ

で見学・参拝した︒ガイ

神社をガイドによる案内

の高速船で往復し︑嚴島

るひろしま世界遺産航路

宮島に直接アクセスでき

時は落ちる人はいない

く︑不思議な事に満潮の

平舞台には安全柵がな

と言われている︒

や︑神社を作り替えした

り︑現在の神戸港の修復

易による莫大な財産によ

用の記録がない︒日宋貿

で割ると１０８間となり

トルあり︑間︵ま︶の数

る︒回廊は約２６０メー

って８枚の板が敷いてあ

約２・４メートルで決ま

がされている︒回廊の両

代目で︑１５５年間建っ

る︒自然に倒れたのが６

自然に倒れたのが１回あ

台風で２回︑雷で１回︑

と柱は１間︵ま︶といい︑ 録が残っているだけでも

側には赤い柱があり︑柱

ていた︒

ている︒８代目までは記

から数えて９代目となっ

広島大会

部員が参加した︒全菓連
ニュアル化ができればと
思います︒この傾向は今

ブロ

からは︑小谷副理事長︑
思います﹂と挨拶の後︑

回全国菓子工業組

月

〜

日︑広島市・ホ

大会に先立ち︑中四国

務局が参加した︒

がれていますが︑今まで

り﹁コロナは第７波と騒

全菓連青年部岡本部長よ

作っている会社へ和菓子

子のコンビニスイーツを

思います︒私自身も洋菓

後ますます増えて来ると

と思います﹂と挨拶され

ながら前進していければ

なります︒皆で変化をし

あることは大きな支えに

なかった︒今は畑が数軒

を入れる事が許されてい

崇められていて︑島に鍬

島全体がご神体として

土へのフェリーが

救急車はすぐ来れるが本

る︒近くに消防署があり︑

２︑３人落ちてけがをす

が︑干潮時に限って年間

る︒

験担ぎの数字となってい

〇本社本殿

ひろしま世界遺産航路・宮島嚴島神社参拝

回全菓連青年部中・四国

テルグランヴィア広島で
岡本青年部長︑全菓連事

第

名の青年

ック

合連合会青年部中・四国
開催され︑約

第

ブロック広島大会は︑７

ブロック青年部代表者会
止まっていたものを︑少

あるが︑明治以降の入植

回廊には養生のための

砂崩れなど大災害が起こ

いる︒２００年に一度土

より﹁先ほど全国和菓子

は恒松中四国ブロック長

品が決定された︒大会で

選を行い︑決勝戦出場作

関係ない異業種が参入す

ます︒我々菓子業へ全く

しい価値観が生まれてい

す︒この３年間で全く新

いく事が行われていま

も良いと思います︒新し

く︑プラスとして考えて

イナスに捉えるのではな

崩れてしまったので︑マ

屋という構図が短期間で

菓子屋のライバルが菓子

よる八岐大蛇の神楽が披

あり︑上中調子神楽団に

る和太鼓の歓迎の演奏が

高校和太鼓部〝弾〟によ

掲 載 ︶︒ そ の 後︑ 岡 山 陽

念講演が行われた︵後日

堂・森光孝雅氏による記

言われている︒

突き出た洲に建立したと

入れられないので︑海に

土側に埋葬される︒鍬が

亡くなった方はすべて本

墓がなく︑昔も今も島で

が入れられないので︑お

者によるものである︒鍬

り︑ここから海水を通す

板と板の間に隙間があ

で作られている︒回廊の

や高潮の際に浮かぶ構造

固定されておらず︑台風

は基礎の上に柱を置いて

ケースがある︒嚴島神社

ないため︑搬送が遅れる

の時間通りにしか運航し

年に建てられ︑１４６年

現在の大鳥居は明治８

〇大鳥居

た︒

来ると半分も残らなかっ

ち帰る方が多く︑出口に

した藁草履は︑記念に持

に履き替えていた︒用意

年位前は参拝時に藁草履

でお参りする方もいる︒

あり︑現在はコロナ退散

様の他︑医療の神様でも

構造になっている︒

で高潮の時は浮き上がる

が︑釘を打っていないの

祓殿の床は隙間が無い

ないようになっている︒

るので︑災害時に水が来

甲子園の予選審査が終わ

ることが起こっていま

い市場が生まれたその中

露された︒

嚴島神社は︑平清盛が

経過している︒平安時代

るようになっている︒

板を敷いて︑土足で入れ

本殿は４段高くなって

回全国和菓子甲

た︒次に︑株式会社八天

議と第

の指導に行っています︒

りました︒全国和菓子甲

す︒昨日までアパレル産

で競争により更に強靭な

翌日のエクスカーショ

ことにより︑力が分散さ

分毎

しずつ時間の針を進めて

子園は︑年々応募が増え

業や建築関係がお菓子を

体質が生まれてくると思

自分のポケットマネーを

子園の中四国ブロック予

ていて︑菓子業界として

作り販売をし始めて︑全

ンは︑平和記念公園より

します︒また︑菓子会館

いう想いと共に︑千葉県

菓子に真心を込めて﹂と

の花のイラストで︑もう

は︑２００枚単位で発送

手提げ袋の購入単位

とが可能です︒価格は１

ＰＲできれば幸いです︒

手提げ袋で更に千葉県を

千葉県菓子工業組合理

円︵令和４年

枚税抜き

８月現在︶です︒

事・坪田知之

梅となり舞台が整うとな

り︑役者がそろって松竹

は役者の事を指してお

るが︑梅の絵はない︒梅

松と竹の絵が描かれてい

されたのが残っている︒

代の浅野綱長により寄進

現在の能舞台は戦国時

昔は柵が無かったが︑

れている︒反橋の前には

時の階段を設けたと言わ

使が来られる時だけは臨

ける形状で無いため︑勅

勅使橋と言う︒とても歩

方だけが通るので︑別名

使がお見えになる︒その

ときに天皇陛下からの勅

嚴島神社で祭礼が有る

大国主命は縁結びの神

〇大国神社

はありがたいことと思っ

います︒我々が築いてき

に直接来て購入する場合

菓子工業組合オリジナル

たレジ袋の有料化に伴い

片面にはチーバくんと房

﹁千葉県より千葉のお

る︒能楽屋は︑こけら葺

〇能舞台

国的に当るケースもあり

総の海をイメージした波

枚単位で購入するこ

れ︑建物全体を守る工夫

入り丁度収まりが良い大

のイラストをあしらい千

は

使って建造されたため費

きさになっています︒

葉県らしさを表現しまし

デザインは片面にチー

千葉県菓子工業組合事
販売数が減少し︑レジ袋

25

千葉県より千 葉 の お 菓 子 に 真 心 を 込 め て
開

業部では︑新事業として
を使う頻度が減った昨

た︒

千葉県のマスコットキャ

今︑ちょっとしたお菓子

バくんと県の花である菜

ラクターであるチーバく

の手土産に使える手提げ

始

んのデザインを使用し

袋がほしいという発想か

23

チーバくん手提げ袋販売

た︑オリジナル手提げ袋

ら企画しました︒
手提げ袋のサイズは︑
幅２２０㎜×高さ２５０

チーバくん手提げ袋

を作製しました︒８月中
に組合員に販売を開始し
ます︒

ルミアカップ６個入りの

㎜×マチ幅１３０㎜で︑

リジナルのチーバくんレ

箱が平らに入る大きさで

年より当組合オ

ジ袋の販売を開始し︑順

す︒焼き菓子などであれ

平成

調に売り上げていました

個入れの箱が立てて

嚴島神社



中四国ブロック大会

14

ば

12

とをこけら落としと言

った後にゴミを落とすこ

ていく︒屋根を葺き終わ

重にも重ねて屋根を葺い

きで木の薄板を下から何

まで登れるか︑滑り台と

島のお年寄りには︑どこ

をしたため設けられた︒

が上って滑り落ちてけが

年くらい前に修学旅行生

言われている︒

して遊び場にしていたと

〇反橋

なっている︒

い︑舞台の初日の語源と

20

40

13

が︑令和２年度に始まっ

27

60

13

ています︒協賛広告につ

15

21
21
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（３） 令和４年８月15日

場で︑近隣の皆さんに還

中野製菓

工場直売で地域商業活性化

東京都板橋区でかりん
元できるようにと現会長
・中野健三が︑平成５年

年から

糖の製造を昭和
行っている中野製菓で
から工場敷地内で毎月１

回の工場直売を始めまし
で︑当社の﹁黒糖かりん

年に日本テレビの﹁ぶら

糖﹂が認定され︑平成

える形で︑現在は毎週水
り途中下車の旅﹂で放送

た︒お客様のご要望に応

・土曜日の開催となって

速していきました︒板橋

されてからは︑さらに加

工場直売の売上は順調
区内での認知も進み︑工

います︒

年に板橋
場直売の売上も落ち着い

に伸び︑平成
区の﹁区民が選んだ板橋

が選んだ板橋のいっぴ

曜日の工場直売に﹁区民

録も

開催をしており︑出店登

市﹂として︑毎月２回の

店舗となり︑中野

ん﹂のお店に出店しても

した︒ところが︑初開催

ると考え︑実施いたしま

る﹂とお客様が増えてく

けば美味しいものが買え

ていけば﹁中野製菓に行

ました︒しかし︑継続し

落ちるだろうと思ってい

ことにより当社の売上は

当初は︑お店が増える

ＷＩＮ﹂のイベントとな

る︒﹁ Ｗ Ｉ Ｎ ︱ Ｗ Ｉ Ｎ ︱

店により売上を確保でき

当社も新規のお客様の来

の獲得もできる︒そして︑

加えて実店舗の新規顧客

店店舗は︑当日の売上に

のお店の発見もある︒出

のが購入できて︑新しい

か所で区内の美味しいも

製菓を含む各店の売上も

から前年対比１４０％の

り︑当社も地域の商業活

らいイベントを開催し始

売上となり︑その後も順

性化に貢献できて︑地域

順調です︒お客様は︑１

調に推移してその年の工

に密着した企業として評

中野製菓株式会社代表

場直売の前年対比は︑１

現在は︑コロナ禍によ

取締役・東京都菓子工業

価をいただけおります︒

って大変苦労している板

組合副理事長・中野万博
け︑
﹁板橋おいしい土曜

橋区内のお店にも声をか

０５％となりました︒

めました︒

25

に︑
﹁匠が作る季節の和

ある青年部部員の下

介するこの企画は︑月１

にふさわしい和菓子を紹

材が始まりました︒季節

ようでした︒また︑複数

方からお話をいただいた

務めていた縁で︑記者の

営する教養講座で講師を

聞くと地元新聞社が運

し︑その菓子の魅力を職

インタビューにお答え

子を選んだのかを記者の

素材は何か？なぜその菓

を表現した菓子なのか？

るとのこと︑その際に何

回第４火曜日に掲載され

人の職人さんに登場して

いた時の事︑これらは粉

人が自由に語るという取

るち米︑糯米を原料とす

いただく予定とのことで

和菓子作りに欠かせな

の挽き方や︑粒子の大き

材形式で進められました︒

名で分担しました︒

る粉類の説明をさせて頂

したので︑青年部有志数

ありました︒

菓子﹂連載協力の依頼が

地方紙の連載に協力

匠が作る季節の和菓子

餅︑六月は七夕と上生菓

ム大福︑五月は珈琲くず

餅︑四月は抹茶生クリー

お雛様︑三月は道明寺桜

は︑一月は節分︑二月は

こうして始まった連載

が印象に残っています︒

て受け止められていたの

ると︑新鮮な驚きをもっ

れていることをお伝えす

いで様々な和菓子に使わ

かれている﹁和菓子離れ﹂

思います︒一部でささや

反響は上々だったように

の連載を読んだお客様の

と感じました︒実際︑こ

り一層魅力が伝わるのだ

にお伝えすることで︑よ

の素材や背景なども一緒

ちろんですが︑その製品

た目といった技術面はも

お伝えする際に︑味や見

読み手に和菓子の魅力を

今回︑作り手が聞き手︑

子や定番の物︑定番の中

年部部長・清水丈雄

徳島県菓子工業組合青

続きそうです︒

そして連載はまだまだ

なぞどこ吹く風と︒

となりました︒

の歳時にちなんだ品揃え

富んだそれでいて掲載時

ませた物︑バラエティに

に新しいニュアンスを含

さ︑焙煎︑等の製法の違



す︒住宅地の中にある工
た平成

年に毎月第一土

のいっぴん﹂の認定事業

16
直売風景
二月に掲載されたのお雛様

い素材について︑主にう

47.0

23

33

早速︑一月掲載分の取

37.6

いっぴんデー

15

京
東
島
徳

令和４年８月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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第1001号

代表取締役社長）を講

全菓連では、全国組合幹部研修会で上野晃富
史氏（株式会社上野忠
師に迎え「ウィズコロナ時代を迎えた今後の菓
子店経営」をテーマに講演を行いました。
先月号より続く。

は老舗の方も多いと思う
ので、昔の復刻版のよう
なものに今どきの要素を
加える。長く受け継がれ
たものに新しいものを入
れることで、不易流行に

その③

ので、
持ち帰りではなく、 はもちろんだが、あまり

めに変わってきた。また、 ドで、有名なお菓子を多

へと自身への思い出のた

配るより、ごく身近な人

いっても多くの人に量を

くの人に持って帰ること

ことがお土産のキーワー

なの知ってる？」という

か に 打 ち 出 す か。「 こ ん

ている。これは消費者が

２０日の賞味期限を求め

ばあるテーマパークは１

ト施設といっても、例え

場を狙う。ただ、リゾー

セプトから違った形で市

までの商品づくりのコン

旅行中は身軽に動きたい

知られていないものを選

ので副業がしやすい環境

おかつリモートワークな

める大企業が増えた。な

た。その結果、副業を認

に加速され、浸透してき

久しいが、コロナで確実

働き方改革が叫ばれて

の進化形でチョコレート

要だ。餡バターから、餡

そいろいろ試すことが重

か分からない。だからこ

代だから、何が当たるの

く、咀嚼音でもバズる時

見た目の映えだけでな

人が多い。昨日と同じ生

も、普通は変化を嫌がる

織改革をしようと思って

ころは、外圧である。組

また、副業で面白いと

いう欲で動く人がいる。

たい。お金よりも、そう

ている技術を後進に伝え

るいは年齢を重ね、持っ

通じるのか試したい、あ

しむのも１つだ。皆さん

うしたニューレトロも愉

ブレが登場していた。こ

に、餡バターココナツサ

がらのココナツサブレ

ードだ。つい先日も昔な

しむことが大きなキーワ

ングしたり、とにかく愉

ンプルなお菓子にトッピ

ュー餡である。あえてシ

持っているものをどこに

押しつけてくる。自分が

過去に持っているものを

コンサルタントは自分が

サルタントの違いだが、

ある。また、副業とコン

としてそうなるところが

るわけではないが、結果

前だろう。過去を否定す

るので、嫌がって当たり

を否定する部分が出てく

人が過去にしてきたこと

ない。組織改革は、その

ると社員のストレスが少

って、それが戻るのかは

る。アフターコロナにな

ることはなくなってい

囲にたくさんお土産を配

けにはいかないから、周

ってきました」というわ

では、大手を振って「行

る。ウィズコロナの旅行

が様変わりしてきてい

土産市場は旅行・観光

なかやめさせることがで

ごとで、違った場合なか

出てくる。誰か雇うと大

ることで、斬新なものが

込む。異業種の人を入れ

パレル関係の副業を巻き

発でもデザイン会社やア

客に幾らでもいるし、開

れる。今だと販売員の接

３カ月や半年でスッと切

と無理だが、契約だから

れること。雇ってしまう

は合わなければすぐに切

なる。また、いいところ

半分社員のような感じに

読み切れない。お土産と

をさせてみるなど、少し

お菓子のデザインをして

に開発をさせてみたり、

を雇わなくても、販売員

また、わざわざ副業の人

る。
副業は第三者である。

言うことは頭に入ってく

らだ。しかし、第三者が

が、右から左に流れるか

くる。こちらの言うこと

で聞いたように発信して

たことをいかにもどこか

社員も同じで、前に教え

言ってくることがある。

さも知ったような感じで

兼ね備えた形で特色をい

所を考えると、地域性を

セットした形での土産場

変わっている。体験型に

は体験型と呼ばれる形に

所周遊型から滞在型、今

るいは個人へ変化し、名

ら少数のグループへ、あ

旅行そのものも団体か

お菓子が重要になる。

ってくる。それに沿った

から、ほとんど送りにな

政局宮崎県拠点主任広域

師・茂谷正仁氏（九州農

てみたら、自分の居場所

ートやバイトの子に任せ

している。けれども、パ

っている人は、既に活躍

間は少ない。はっきり持

かはっきり持っている人

るが、自分が何をしたい

したい気持ちを持ってい

ハウが生きてくる。これ

うすれば今お持ちのノウ

Ｃで海外を狙うなど、そ

け、それ以上にネットＥ

てくるインバウンド向

設向けに特化する、戻っ

が多いので、リゾート施

しい。日持ちをするもの

にされてきたところは難

の反面、観光土産を専門

門店が参入しやすい。そ

ぶのも大きい。そこに専

理 士 ）、 鹿 児 島 市 勤 労 者

改 革 ）・ 鹿 児 島 働 き 方 改

•••••••••••••••••••

を見出して、ガラッと変

交流センター、鹿児島市

副業に近いものがある。

う場を与えてあげるかは

年齢は関係ない。そうい

て働き出した人がいる。

ってから、やたらと輝い

給与を下げた働き方にな

社員でも、

わる場合がある。弊社の

になっている。

を立てないと難しい時代

動いていくか、戦略戦術

る潮流を考え、今後どう

さんも今の押し寄せてく

ことも有効だと思う。皆

を生かすか。海外に行く

また、どういう形で特徴

手や問屋の論理である。

も要らない。これは作り

違う。消費者は１２０日

求めているのかというと

ネット注文になれている

人少

活を送りたい。これは本

でもセットしてくる。成

きない。このため、副業

違ったことをさせてみる

監 視 官 ）、 ニ ュ ー ウ ェ ル

なってくる。

しの会社だが、副業をし

能みたいなところで変化

功体験があるから自信

で試す感覚は大事だ。奥

のもいい。

シティ宮崎、宮崎市

特化、専門化

人い

を嫌うから、業務改善や

満々だろう。副業はそこ

さんが言うことを聞かな

「作業をさせる」ので

やスパイス系、チーズを

コロナを超えて時代の流れ
副業人材の活用

が整った。うちは

ているメンバーが

観光土産の今後

る。開発や品証、ＩＴ関

効率化などの変化を促そ

まで自信があるわけでは

い経験はあるだろう。奥

組み合わせたりする。ニ

連、業務改善、コーチン

うとすると、抵抗勢力が

ないから、先ずこちらを

さんは
「これ知っている」 は な く て「 仕 事 を さ せ

ポイントは愉し
む

グという形で契約をして

生まれる。社員同士、あ

理解しようとする。こち

ということは以前私が伝

る」
。
これが人材活用だと

８月

日、原材料原

次号に続く。

革推進支援センター社会

保険労務士、講師（イン

ボ イ ス 制 度 ）・ 塩 倉 宏 氏

（税理士法人れいめい税

９月６日、和菓子製

・梶山浩司氏（東京製菓

造技術講習会、講師
９月５日、働き方改

学 校 学 校 長 ）、 ㈱ 斉 藤 商
セミナー、講師（働き方

会津営業所、津市

革・インボイス制度

産地表示講習会、講

歳を超えて

いる。小遣い稼ぎのよう

るいは上司が入ったとし

らの人間と一緒に組み立

思う。誰でも自己実現を

行事予定

が、
意外とそうではない。 ても、あつれきが生まれ

に思われるかもしれない

てしまう。そういうとこ

いる人に店舗の飾り付け

スキルアップのため、自

えたことなのに、それを

21-T06105

2022年3月作成

【引受保険会社】東京海上日動火災保険株式会社
【担当営業課支社】東京中央支店
〒108-6111 東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティーB棟11階
TEL.03-5781-6577 FAX.03-5781-6578

お問合せ先

【取扱代理店】 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-4
TEL.03-3400-8901 FAX.03-3407-5486

60

引受保険会社は、貴社に代わって被害者との示談交
渉を行います。訴訟が提起された場合には貴社の
パートナーとして海外での訴訟に対応します。
（現地
の法令等により禁止・制限されている国・地域を除き
ます。）まずは取扱代理店または営業課支社までお気
軽にご相談ください。

海外で損害賠償請求がなされた場合、外国語で書
かれた訴状への応対をはじめ、訴訟地の慣習等に
合った訴訟対応を自社で行う必要があります。
また、海外ではひとたび訴訟となれば応訴のため
に高額な費用がかかることも想定されます。

海外で発生したPL事故について海外
で損害賠償請求を受けた場合、
「生産物
賠償責任保険」
（ 国内PL保険）では、補
償されません。
（国内PL保険は、原則日本国内で発生
した事故のみを対象としています。）

上野 晃富史氏（株式会社上野忠・代表取締役社長）

てていこうとするから、

日本国内でしか自社製品を製造・販売していない場合でも…

製品が海外に出回り、
海外で貴社が責任を問われるケースがあります。

！

今後の菓子店経営

ろに副業という外圧です

30

貴社の製品は、

知らないうちに海外へ輸出されていませんか？

間接輸出品
グレーマーケット製品
のリスク

海外PL保険

ウィズコロナ時代を迎えた

分の力がよそでどこまで

三重

宮崎

鹿児島

50
10

第1001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）

（５） 令和４年８月15日

間接輸出品 ： 貴社製品を原材料・部品として組み込んだ完成品が輸出されているかもしれません！
グレーマーケット製品 ： 貴社の知らないうちに、訪日観光客や海外のバイヤーによって海外へ持ち出されているかもしれません！

このご案内は、海外 PL 保険（英文生産物賠償責任保険）の一部の概要をご紹介したもので、海外 PL 保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。保険の内容は企画書等をご請求の上、ご覧ください。
詳細は、保険約款およびセットされる特約条項によりますが、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく代理店または東京海上日動までお問い合わせください。ご契約に際しましては必ず保険約款をご覧ください。

熊谷銘菓﹁五家宝﹂

ですが︑お菓子では五家

日本一暑い街として有名

埼玉県熊谷市と言えば

を誇るようになったのは

五家宝が全国区の知名度

製法を広めたようです︒

が加えられ︑近代化した

年フード認定・
有識者特別賞受賞

宝です︒江戸時代に中山
明治

年の高崎線開通と

道の宿場町として栄え︑

く生産されていました︒

飴の原料となる大麦が多

生かして︑小麦の他に水

り︑二毛作地帯の利点を

の米や大豆が作られてお

た肥沃な田畑では︑良質

荒川と利根川にはさまれ

内にありました︒時代の

軒以上もの業者が熊谷市

盛期の昭和

菓としてブランド化︑最

後に埼玉県を代表する銘

広まって行きました︒戦

始︑お土産として全国に

共に五家宝の駅売りを開

年頃には

そんな中で五家宝の原型
流れの中で現在では

軒

となった干菓子が作ら
が営業しています︒

を 目 指 す 団 体 で す︒
﹁地

業界の協業により活性化

く伝え︑農業者と和菓子

は︑石川県の食文化を広

﹁農菓プロジェクト﹂

つないでいく︑新しい菓

る﹂モノづくりを未来に

開し︑究極の﹁顔が見え

共通する問題を明るく打

そのことによって双方に

いしいお菓子を作る﹂
︒

１００年フードの認定と

全国各地には比較的新し

ています︒その一方で︑

ド﹂
への応募を行った所︑ して登録する取組を進め

性のあるものを文化財と

は︑その中でも特に歴史

存在しており︑文化庁で

根差した多様な食文化が

豊かな自然風土や歴史に

ード﹂とは︑我が国には

で い ま す︒﹁ １ ０ ０ 年 フ

変名誉であり大いに喜ん

ることを宣言する﹁１０

続く食文化として継承す

や地方自治体が１００年

ると共に︑地域の関係者

００年フード﹂と名付け

そのような食文化を﹁１

しています︒本事業では︑

て来たものが数多く存在

がれ︑長く地域で愛され

も︑世代を超えて受け継

ていない食文化であって

に文化財として登録され

報告いたします︒

が挙行されましたのでご

献祭﹁出羽三山献菓祭﹂

で︑第

ミュニティの発足から

多角的な協働を目指すコ

家宝﹂の多面的な発信︑

年フード・熊谷銘菓﹁五

宣言が策定され︑１００

０年フード宣言﹂の取り

げ︒それぞれを具体化︑

歴史文化の再認識を掲

る郷土遺産﹁五家宝﹂の

立︑歴史を超えて愛され

自然食としての価値の確

熊谷では︑受賞を機に︑ 教育の地域学習における

組みを推進している事業

合主催の祭典︑﹁献菓祭﹂

﹁五家宝コンソーシアム﹂ ﹁五家宝﹂の活用︑健康

です︒

は

継ぐ店舗群の連携︑学校

認知度向上︑伝統を引き

﹁五家宝﹂の消費拡大︑

出向き地域学習への協力

化と︑市内の全小学校へ

今年度は︑店舗の地図

えています︒

存在であり続けたいと考

０年フードをリードする

﹁五家宝﹂が国内の１０

アム﹂を構築し︑熊谷の

ティ﹁五家宝コンソーシ

協働するためのコミュニ

同組合理事長・石川雅雄

理事長・熊谷菓子工業協

埼玉県菓子工業組合副

考えています︒

りに貢献していきたいと

文化を継承し︑まちづく

合が協力しながら︑菓子

市文化遺産研究会と当組

自治体︑観光協会︑熊谷

を進めました︒今後も︑

回山形県銘菓奉

今年も出羽三山合祭殿

日に開催さ

社のご協力のもと︑

れる︑山形県菓子工業組

毎年６月

挙 行
﹁出羽三山献菓祭﹂ さ
れる

山形県銘菓奉献祭



文化遺産保存事業実行委

有識者特別賞を受賞しま

いものであることを理由

月熊谷市

員会の方々が︑文化庁が

した︒組合としても︑大

２０２１年

主催する﹁１００年フー

挙行されました︒

り﹂と唱え茅の輪を潜り︑ を始め︑十数名の組合員

６月下旬とはいえ︑途

中の湯殿山神社一帯は残

合祭殿へ︒

が手掛ける夏の風物菓子

その農家プロジェクト

港にいつ着いたか分から

り︑それを夜暗く︑船が

らず↓着き知らずとな

つかない↓搗︵つ︶き知

生かした個性豊かな夜舟

の美しい色合いと風味を

す︒餡や具材に旬の食材

て購入する人も多いで

参りの際にお供え物とし

した︒今︑食文化の未来

て商品を開発・販売しま

ラウドファンディングに

です︒今回は初試みでク

見えないという言葉遊び

から茶道が盛んで和菓子

また︑加賀百万石の時代

農業が盛んな土地です︒

豊かな水の恩恵を受け︑

石川県は︑霊峰白山の

り︑茅の輪が用意されて

には夏越の祓が控えてお

をいただきました︒月末

に抱かれたような出迎え

空気に包まれ︑神々の懐

音も清々しく︑凛とした

コロナ禍が３年以上も

移りました︒

お言葉を頂戴し︑神事に

り︑続いて宮野宮司より

理事長のあいさつがあ

まず初めに佐藤松兵衛

呼びかけたところ︑出羽

広く全国の菓子屋さんに

くのは如何なものかと︑

合員だけの行事にしてお

数年前から︑県内の組

の見守る中︑厳かに執り

雪もあり︑雪解け水の瀬

﹁夜舟﹂を紹介します︒

ない﹁夜船﹂と見立てた

を担う次世代の職人が減

文化が栄えたことから

続き︑今年もいつものよ

三山のご利益が頂けるの

だきました︒

夜舟とは﹁おはぎ﹂や﹁ぼ

を金沢のお盆の時期であ

っています︒石川県内の

い ま し た の で 早 速︑﹁ 水

うな献菓祭とはいきませ

ならと︑沢山の賛同者に

もち﹂の冬の呼び名で︑

窓も﹁おはぎ﹂や﹁ぼた

クトも始まりました︒北

き︑
﹁北窓﹂のプロジェ

目を迎えた頃︑夜舟に続

消費の生菓子を冷凍する

元の農産物で作り︑当日

冬 ﹂︒ 四 季 の お は ぎ を 地

した︒テーマは﹁石川の

はぎ﹁北窓﹂を開発しま

職人が手を挙げ︑冬のお

年部・運営専務・谷口航

石川県菓子工業組合青

さを感じてください︒

なのです︒石川県の豊か

が﹃農菓プロジェクト﹄

しいお菓子を作る︒それ

造力と技を駆使しておい

店・東海林文明

出羽の恵みかすり家本

下りました︒

することを誓い︑お山を

息し︑賑やかな献菓祭に

来年こそはコロナも終

な励みとなっています︒

の菓子業界にとり︑大変

は︑コロナ禍で沈滞気味

ご参加いただけたこと

発展を祈祷しました︒

行われ︑組合と組合員の

たもち﹂
の夏の呼び名で︑ ため︒このような名前が

日を夜舟の日と

﹁和菓子消費量日本一﹂

無月の夏越の祓する人は

んでしたが︑佐藤理事長
した︒

る７月

農家と和菓子職人が農産

の県でもあります︒地元

千歳の命のぶといふな

つきました︒

定め︑地元の農産物を使

物で創作菓子を作る農菓

の農家が大切に育てた農

もち米を半殺しにして仕

った限定夜舟を販売しま

プロジェクトの中から︑

産物で︑和菓子職人が創

冬の北向きの窓からは月

ことで全国配送できるよ

平

そんな﹁夜舟﹂も３年

が見えない︒もち米を半

うにし︑若い感性で新し

代〜

代の若手和菓子

います︒

出羽三山献菓祭

100 年フード認定証
殺しにして仕上げるおは

30

い石川の菓子文化を作る

20

12

ぎは︑餅をつかない︒餅

あいさつする佐藤松兵衛理事長

れ︑天保年間以降に改良

12


子文化の創造を目指して 上げるおはぎは︑もちを
石川県では︑彼岸や墓 のつきが見えない︑月が 挑戦で沢山の応援をいた

五家宝
北窓

農菓プロジェクト
〜夜舟・北窓〜

63

20

形

16

元産の農産物を使ってお

夜舟

40

30
11

30

山

玉
埼
川
石

令和４年８月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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ースとして販売させて頂

工業組合青年部の販売ブ

会場の一部で香川県菓子

２」が今年も開催。その

店戴いている常連店舗

出店戴く店舗様、毎回出

内の商品が並ぶ。初めて

り、売場もパンパンに県

店舗出店参加頂く事にな

テイクアウトを含めて

もあるサンメッセ香川に
く事になりました。昨年
様、またコロナ自粛期間

トリーフェスタ２０２

新型コロナウイルス感
て、全国からハンドメイ
の蔓延防止期間中とは異

カントリーフェスタ２０２２

染拡大も徐々に落ち着き
ド作品作家が集まるビッ

かがわ

つつある中、昨年に引き
中に商品開発に力を入
れ、ここぞとばかりに満

なり、多くの来場者でに
ぎわう事が予想され、我
を持して新商品を出品い

回カン

がブースも臨戦態勢整え
ただく店舗様など、コロ
ナが落ち着き経済が回り
始めてきたのを機に、消

など競合が多数出店され

並べ、大手の珈琲専門店

ンカーが多く屋外で軒を

のブースの他にもキッチ

とかなり緩和され、我ら

感染対策も昨年に比べる

今年はコロナウイルス

「コロナ明けの今がスタ

お酒の勢いもあってか、

ち合わせ等で集まる度に

が印象的でした。普段打

半端なく感じ取られたの

各店舗様の熱の入り様が

と言う事もあり、今回は

を問う機会に打ってつけ

費者に新商品の出来栄え

る中、香川県菓子工業組

ートダッシュで一番大

迎えた積極的販売

ｗｉｔｈコロナで

て開場を待つことに。

グイベント「第

香川県菓子工業組合青年部の販売ブース

続き香川県最大の会場で
21

in

15

地域のものを地域で売る

業団地にあります。製粉
の名前の通り、粉を中心
に製造されています。中

温暖な気候で山も海も

を存分に発揮されまし

事務局担当としての能力

気流粉砕機で製粉する米

は２０１０年に導入した

ています。代表する製品

日々会社のために奮闘し

は１１，０００名と昨年

スタ２０２２の来場者数

今回のカントリーフェ

すばかりです。

合の各店舗に期待感が増

きく活かせていかれる組

トに出店する事でお客様

にこういう組合のイベン

っしゃいます。そんな時

おられない方も多くいら

ので販売トークに慣れて

の方が多くいらっしゃる

んは私とは違い、作り手

す。普段、多くの組合さ

られる絶好の機会なんで

のやり取りが多く交わせ

まず今回のイベントは事

と考えております。ひと

動が出来るのではないか

け、今度はより幅広い活

と消費者まで上がり続

ると組合の認知度も自然

てきております。そうな

…現在依頼の手が挙がっ

在を知る事で我も我もと

状況であれば、組合の存

が落ち着きつつある今の

ふれあい

遅れる！」と口を酸っぱ

おかないと間違いなく出

期間中に着々と準備して

事、それまでにこの自粛

ったんや～買ってみよ

お店さん、新しい商品作

が置いてあると「ここの

らっしゃる、新しい商品

様も日頃からよく見てい

ぁ～と実感♪やはりお客

す。今回の好し悪しをま

を歩んでいくものなんで

また代表商品…へと階段

の繰り返しが人気商品、

リーが始まるんです。こ

ここから新商品のストー

商品か尋ねられる機会も

方の菓子となるとどんな

入して食べ比べ♪当然遠

に多くの店舗の菓子を購

もこの機会に！とばかり

が集まるとなるとお客様

わけで、また県内の店舗

るブースは限られている

ントの中で食品が販売す

んできます。特にコロナ

ト依頼がどんどん舞い込

いので、他からのイベン

れば視察に訪れる事が多

ど、皆必ずイベントがあ

施設、また商店街などな

で、デパートや大型商業

トに参加させて頂く事

す。また一箇所のイベン

来ればと思っておりま

り忙しいですわ（泣）

画もあり…普段の仕事よ

それまでに県がらみの企

に向け打ち合わせ開始♪

菓子まつり」のイベント

ビッグイベント「かがわ

の希少糖普及協会様との

数も今年で

くならない程良い甘酸っ

♪」…この「買ってみよ」 とめて次回以降、様々な

増える、お客様との会話

参加いただいた組合員

と比べて３倍増。開催回

との触れ合いを直に感じ

故、怪我等なく無事に開

ぱさ程度に皆に言ってき

イベントや店舗展開に大

会場の様子

回目を迎え

ながら普段の店頭販売で

催が出来たので次は

菓子を通じての

るという事もあって、顧

も活かせるきっかけが出

月

客がしっかりついたイベ

たので、その辺りはさす

が物凄く大事なんです。

年部長・桑田剛史

香川県菓子工業組合青

が皆ちゃんとしてはるな

もそうですがと前置きし

た。三谷部長と共に青年

すいように雑務を一手に

共有し、部員が活動しや

ロック長・恒松恵子

全菓連青年部中四国ブ

とでしょう。

の価値が高まっていくこ

中、これまで以上に企業

で米粉に注目が集まる

増田製粉㈱。小麦の高騰

求」を経営方針に掲げる

迅速対応、技術革新の追

製品づくり、誠心誠意、

「安全な素材で安心な

きたいとのことです。

部を次の世代に繋げてい

しても部員と一緒に青年

情報提供に努め、課題は

米粉パン専門店を作り情

たうえで、部員の減少を

部仲間のコミュニケーシ

歳まで延長しまし

た米粉、餅粉の取引先は

報発信もされています。

挙げられました。広島県

たが
主に広島県内で、お客様

青年部としての課題

の商品開発で工場に入る

こなしています。業者と

青年部は

ョンを大切にしながら、

は、と尋ねたら、どの会

歳で卒業でし

こともあります。とにか
くお客様に喜んでいただ
ける仕事を心掛けていま
す。
最近ではザ・広島ブラ
ンドに認定されたきな
粉、グルテンフリーの米
粉で作ったカレー粉など
も販売しています。稲穂

すいデザインに感じまし

店舗データ

ホームページ
http://masudaseifun.com

年、

あふれる地方都市、
広島。 た。今回の取材も断り半

あり交通の便もよく魅力

分で恐縮しながらも、小

粉や餅粉で、使用用途に

を模したデザインは昔か
らのものとのことです

力 で す。
「地域のものを

た。また。米粉を手軽に

が、企業イメージをしや

地域で売る」と話すよう

味わってもらうために、

広島市西区商工センター７－３－23

川さんは入社して

会社の番頭として、粉の
ことならお任せあれ、と

ご紹介するのは増田製粉

麦価格が不安定な中で製

よって製粉方法、粒度を

お客様に寄り添いながら

歳。

粉を行う中川さんの話を

調整して粉砕し、取引先

増田製粉㈱

中四国ブロックの青年部

聞きたいという熱い願い

市に製粉工場を新設しま

に広島産の原料を使用し

082－277－5741

電話番号

㈱の中川慎司さん

の行事では部長とともに

の作る製品に合わせてい

に応えてくれました。

ます。

した。年間契約で安定し

年

２０１７年には米粉用

増田製粉㈱は明治

必ずお姿があります。今
日に広島で開催

創業、広島市内中心部か

回７月

された中四国ブロック大

て米を確保できるのも魅

50

52

増田製粉株式会社

20

米の一大産地である三原

22

44

ら西に７㎞、広島食品工

増田製粉㈱の製品

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

合青年部も今年も物販＆

11

21

川
香
会に際しまして、青年部

13
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（７） 令和４年８月15日

全菓連では︑
全国組合幹部研修会で
﹁コロナ禍
で未曾有の打撃を受けた利益と菓子市場と今後
の見通し〜どのように需要回復はするか〜﹂を
テーマにパネルディスカッションを行いました︒

尾関勇氏︵ＡＮＺＥＮ・
ような気がしますね︒

ざん意見交換をしてきた

先月号より続く︒

ＰＡＸ株式会社︶ それ
川合寛妥氏︵株式会社赤
代表取締役︶

まず米菓全体のことをお

坂柿山

ではメインのセッション
に入ります︒まず︑２０
月というコロナ
話しすると︑お菓子が３

１９年
禍になる前の市場で︑２

その②

関東のデパ地下は米菓の

す︒関西に比べるとまだ

らに小さくなっていま

す︒その中でも米菓はさ

どんどん縮まっていま

がされて和菓子ゾーンが

年々洋菓子ゾーンの拡充

いる方がいても︑米菓・

手︑体の面で気を遣って

クリームがちょっと苦

ごろな部分が米菓ギフト

ジュアルというか︑お手

菓子に比べるともっとカ

％低

菓子の納め値に比べ︑米

ししますと︑百貨店の和

て︑今日は忖度なくお話

す︒例えばあんこが嫌い︑ 少ないという部分があっ

の特徴なのかなと思いま

菓の場合は５％︑

る点が逆にいえばロスが

その便利さ︑日持ちをす

ろうと思います︒ただ︑

っていただけるギフトだ

全体でいうとそのような

頑張っていますが︑米菓

ブランド化を僅かながら

があるよ﹂という訴求で

ルだよ︑少しだけ季節感

少しだけファッショナブ

になっていると思いま

んから御覧になっていか

のでしょうかね︒両角さ

菓子業界に押されている

印象がありましたが︑洋

はかなりボリューミーな

では﹁少しだけ上品だよ︑ 尾関

す︒当社の場合はその中

がでしょうか︒

状況です︒

不足ではと反省している

ジ︑味も変えたりしなけ

ったり︑商品やパッケー

めには生産ラインをいじ

す︒これを追いかけるた

ランドが頻繁に変わりま

でトレンドを追うのでブ

デイリーユースは非常に

ーンが広がっています︒

さんのえびせんべいと合

いらっしゃらないと思い

べいが苦手や嫌いな方は

なるとさらに低く対応し

通す法人の大きな注文に

く入ります︒外商さんを

は︑コロナ前は相当な期

インバウンドについて

状況だと思います︒

社長︶ 大きなくくりで

イスダール

代表取締役

両角幸寛氏︵株式会社ロ

もやろうと思いました

あります︒最初は私ども

ればいけないので限界が

移り変わりが激しい部門

店舗数は多いですが︑そ

あられ・おかき・おせん

わせて４︑５店舗だけが

ますので︑誰にでも贈れ

が︑投資を回収できない

百貨店の中で米菓

れでも坂角さん︑桂新堂

展開をする形になってい

いうと洋菓子ですが︑洋

すので︑そこはあえて追

待をして準備をしていま

ります︒ロイスダールは

わずに自分たちがやって

てしまうブランドも多い

お米を使って︑日本にし

どちらかというと贈答の

いる贈答ビジネスをしっ

ることが米菓の利点の１

かないお菓子とうたって

洋菓子になりますが︑お

かりとやりつつ︑デイリ

ます︒最近は京都の小倉

いたつもりですが︑デパ

客様が最初に考える洋菓

兆円といわれる中の約２

先述の通り米菓は苦手

地下に十分な外国の方が

ーユースに対応できるよ

社とも同じくらいの事業

そして︑和菓子だと逆

や嫌いな方や苦手な方が

お越しにならない︒また︑ 子はデイリーユースのケ

うな別ブランドを用意し

ので無理があります︒で

を展開して︑ソフトで食

さにすると形が崩れてし

いない反面﹁このブラン

ーキのことと思います︒

て︑別の場所でやるよう

菓子の中でもいろいろあ

インに︑
各店で当店の５︑ まうとか︑ビジネスバッ

感のやわらかい米菓をメ

グに入れて持ち運びしづ

ドが絶対好き﹂という和

実際インバウンドの方々

百貨店の中で洋菓子ブー

にし︑その時々で追いか

した︒日本の名産である

６倍売り︑とらやさんを

らいということがありま

菓子︑洋菓子ブランドに

が買われている商品を見

スが広がる際は︑どちら

けることをしませんでし

ので安く扱われている現

抜くような売上げをあげ

すが︑米菓の場合は逆さ

はよくあるブランドの指

ると意外にチョコレート

かというと贈答ゾーンよ

た︒

つだと思います︒

パ地下を見ると︑そのト

ています︒

にしても大丈夫だし︑今

名買いが︑存在していな

や洋菓子が多く︑これは

りはデイリーユースのゾ

山荘さんが複数ブランド

前から﹁伸びないけれど
三幸さんがポテトチップ

レンドよりもマイナス基

これをお客様視点で見

は包装技術の発達もあっ

いことも価格競争や過当

和菓子︑米菓全体のＰＲ

０年よりも厳しくなって

５００億円が米菓の国内

けれども︑どんなマーケ
減らない横ばい﹂で来て
スやコーン菓子などと戦

調に来ています︒デパー

ると︑デパ地下は基本的

て３〜６カ月と日持ちが

競争に巻き込まれる要因

思います︒

いる８月は相当落ち込ん

規模をお持ちで︑同じよ

ットでしたか？私からす
いるのが米菓市場です︒
っていただいていること

トの食品フロアの中で菓

にギフトの使われ方をし

するので非常に便利に使

外に行ったときに向こう

尾関

30

ドはさほど恩恵もなかっ

弊社の場合︑インバウン

いることが大事でした︒

ろ百貨店が開いてくれて

ほど痛手ではなく︑むし

ので︑なくなってもそれ

ェアは数ポイントだった

くて︑インバウンドのシ

貨店より観光地に流れて

地方に行けば行くほど百

いという印象です︒特に

る外国の方はあまりいな

ばして百貨店に入って来

あったりします︒足を延

地に多く︑駅から距離が

ていて︑百貨店は旧市街

は空港や観光地に行かれ

と買っていかれていまし

ットやポッキーをどーん

ックサンダーやキットカ

化粧品などと一緒にブラ

キヨシかもしれません︒

はなく︑近くのマツモト

番来ていたのは百貨店で

いうとインバウンドが一

川合

違うかもしれません︒

ある百貨店がインバウン

日本の方の足も離れつつ

よねという状況もある︒

を買うほうがダサくない

ってきて︑そういうもの

という情報が万遍なく入

がこれを買っていますよ

べた情報で︑地元のロコ

い︒情報誌やネットで調

買っていないかもしれな

買うかというと︑意外に

ろに止まっていると思い

といまだ７〜８割のとこ

が２０１９年対比でいう

川合

とか︒

は３割くらい落とされた

商売をされているところ

況でしたか︒百貨店で御

子ギフトはどのような状

の間に米菓ギフト︑洋菓

が来ました︒第５波まで

していなかったコロナ禍

うに菓子でもケーキや大

両角さんの話にあったよ

いと言われていますし︑

菜関係︑米飯は非常にい

きていると思います︒

ョン雑貨でも食品でも起

割という状況がファッシ

１９年の数字には７〜８

来ていますが︑１８年︑

れ以外の月は前年超えで

状もあります︒

るとインバウンドやお土
そのうちの９割以上がス
で市場がずっと守られて

子ゾーンはフロアの半分

ていますが︑洋菓子︑和

かったかもしれませんね︒ 観光地で観光土産のお菓

のいい百貨店やショッピ

市場になっています︒和

産が活況を呈していたの
ーパー︑コンビニ︑ＧＭ
います︒

く ら い を 占 め ま す が︑

元︑
お歳暮︑年末年始やバ

子をされている方が多い

うに百貨店市場でしのぎ

が１８年︑１９年ころか
Ｓで買われているもの
横ばいの業態の中でデ

す︒ただ︑全体の売上げ

両角

菓子離れや米離れが起き

なと思います︒この点に
で︑亀田さん︑岩塚さん︑

上げは相当伸びていまし

レンタイン︑ホワイトデ

でいると思いますが︑そ

を削られている︒扱うア

ついては川合さんとさん

座の三越さんなども︑や

からすると弊社は贈答ビ

ます︒そして誰も予想も

年くらい

コロナ前がどうだった

た︒その分が昨年︑今年

ングセンターでどこまで

たし︑なくてもそれほど

いたのかなという場所は

た︒それは百貨店の戦略

ドだから必ずしも買われ

ます︒２０２０年対比で

東京の銀座地区で

痛手もないところです︒

ありました︒

が弱かったこともあると

る状況ではない︒これは

いうと緊急事態宣言が２

９面に続く ↖

体の中で生鮮と中食︑総

同じ食品でもフロア全

尾関

尾関

思いますが別の要因もあ

東京に限らずそうかなと

結果として百貨店

客様がお土産を買いに百

会型の御商売をされてい

ると思います︒我々が海

インバウンドのお

貨店までたくさん来るア

ますが︑組合員の中には

２社とも非常に都

プローチはなかなか難し

ありがとうござい

はり中国やアジアの方が

と思うので︑分野は全然

柿山 バレンタインのギフト

立地のこともあり

かということですが︑イ

ます︒インバウンドの方

ている中でも

10

ーのシェアが圧倒的に多

聞き手：ANZEN・PAX 株式会社 尾関 勇
ロイスダール
（ポモロジー 国内果実コンセプト）

ジネスが主体なのでお中

川合寛妥氏（株式会社赤坂柿山 代表取締役）
両角幸寛氏（株式会社ロイスダール 代表取締役社長）

と売上げを落としていま

どのように需要回復はするか

たくさんいらしていて売

コロナ禍で未曾有の打撃を受けた
利益と菓子市場と今後の見通し

ンバウンドのニーズは銀

イテムはそれぞれ別です

12

令和４年８月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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工
子
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第1001号

かった要因と考えていま

おいては数字を落とさな

ていることが、コロナに

イリーの贈答はどちらか

なときもありますが、デ

はお中元、お歳暮のよう

としても、もともと贈答

で、わざわざ出向かなく

イン注文ができますの

くても電話注文やオンラ

これは宅配なので行かな

贈ろうということ、かつ

せば売れるような形でし

ッフに余裕があれば、出

つくれません。製造スタ

カバーするほどケーキは

で、贈答菓子の売上げを

は減っている。出張機会

店の方からは「贈答需要

落としていません。百貨

ると思いますが、実際に

ゃないの？と思う方もい

で、こういうときは機会

両角

ころや、いつの間にか合

大事という感じになるの

いうこともありましたか。 ージはこうしたときには

併されていたとか、そう

でしょうか。

の手堅いブランドのイメ

尾関

のフロアにスペースをと

店のような感じで百貨店

２つ一緒にドミナント出

ブランドも買ったりして

ブランドと一緒に洋菓子

うに、長い年月をかけて

らないです。私どものよ

つまで続くかは正直分か

大きく上がりますが、い

いく。瞬発的に売上げは

お客様とゆっくり関係を

ここぞというとき

す。現在百貨店のお歳暮
といえばビジネスシーン

↖８面の続き。

福、どら焼きの生菓子系

月中

るという新たな脅威も生

川合さんと同じ

は非常にいい。要はステ
は 月ではなく、

川合

ッション性・話題性で早

が減るので買うブランド

尾関

期に結果が出せるのかと

も減っているしなかなか

ないけれど事業会社が変

を築いてきた古くからの

思います。ただ、私たち

たが、何せ売上げとして

売れている感じがしま

わっているケースが出始

ブランドは魅力的でしょ

がそれを意識して同じ手

百貨店さんで信頼

す。その方たちは店頭で

めています。米菓・菓子

うが、逆にいえば新ブラ

法でやろうにも資金的に

てもいいという方が当然

のうちの１か２の機会が

も売っていますし、むし

同業大手のみならずアパ

ンドは今のこのときにデ

無理なので、左右されず

でお渡しされるものなの

ないことが実感でした。

残った時にどこが買われ

ろこの機会にオンライン

レルや異業種の資本が入

ザインにお金をかけて

に自分たちのやれること

に殆ど決まるのですが、

競合他社さんで、

での商売を拡充していた

ったりファンドが入って

「どーんと出す」などと

をやっていこうと努めて

米菓でも、表向き

イホームで、家で美味し
いものを家族で食べよう

尾関

るのかというと、絶対的

と聞きます。例えばとら

建て直しているというか

いうことはあまりないの

います。

築くというよりも、ファ

が会わないので、
買って、 をきちんと贈ってくれま

コロナ禍でも健闘されて

やさんもオンラインは繁

支えているケースです。

でしょうか。

尾関

まれています。

た。ただ、これから危惧

した。２０２０年、２０

いたところはありますか。 な信頼ブランドや絶対に

忙で、百貨店の店頭の方

市場縮小や売上減少の我

両角

に生で百貨店にて、急に

のブランドは変わってい

になって逆に伸びている
するのは実際に人が動く
持っていって、差し出す
２１年のお中元、お歳暮

間違いのないブランドが

は逆にオンラインの手伝

慢比べのような状況が続

られます。例えばアパレ

どーんと出てきたり、今

次号に続く。

和菓子でも瞬発的

いに行っていたというう

いている中でデパ地下ギ

ルが新しいブランドを興

までにないプライスで来

他業種の参入が見

わさを聞きました。です

フトはもともとの創業

したり、商社が海外から

られたりするようです。

は名前の通ったところが

と思います。
ことで利用が生ずる帰省
機会がないです。ですの
は前年に比べてほとんど
川合

選ばれているのかもしれ

うちも落とすな」と私が

ので、店頭に来なくても

家、オーナー家がやって

ブランドを引っ張ってき

人に会えないけれどゼロ

一方で、百貨店ギフト
やお年賀商戦です。夏に
で、百貨店の朝の光景で
落ちずに、むしろ少し上

は分からないですし、そ

ない」と言われました。

で一番落としていないの

言って社員が苦笑いをす

ビックブランドはオンラ

いるところは大分減って

たり、それが洋菓子ゾー

のシェアはケーキでは全

の大きな売上げシェアと
はお盆の帰省の需要が大
ビジネスマンが買って、
がりました。もちろん商

こと合算すると皆さん苦

弊社では「とらやさんが

した。デイリー部分の贈

はとらやさんだと思いま

るという構図となってい

インでの売上げで十分カ

きています。新興のとこ

出てきていまして、この

いわれているお中元、お
きく落ちましたので心配
その後電車に乗ってどこ
品によってばらつきはあ

戦されていましたが、こ

落としていないのだから

のです。冠婚葬祭の際も

答がないので、その分が

す。

バーしていたのかなと感

でそれがオンライン対面

歳暮はほぼ１８年、１９
です。
かへ行くというシーンが
りますが、全体の売上げ

と百貨店でいえば和菓子

来店を手控えているの

落ちたことになります。

贈答需要中心で、他店

尾関

ンで大きな場所をとって

月は前年分を超えまし

年並みで推移していま
尾関
なくなりまして、要は午
としてはプラスで済みま

というトレンドはコロナ

す。もともとお中元、お
て、コロナ禍で比較的堅
前中の売上げがほぼない

両角
で、通常の贈答の売上げ

ケーキに関してはもの

に比べ高額な羊羹は利用

に商売が難しくなったと

ろは力があるので、米菓

になるわけではない。

歳暮はシュリンクしてい
調だった部分はどうです

下がっていかないという
ては、百貨店が閉じたら
は激減しました。ただ、

すごくニーズが強かった

の機会が減っているんじ

空港や駅の売上げ

てかなりコアなお客様し
か。

両角さんから見

かいない中でそれ以上に

背景と、お中元、お歳暮
そもそも売上げがなくな
お中元とお歳暮は日本人

のですが、手づくりなの

贈答ブランドとし

が実際に手にもって訪問
ってしまったところがあ
の会えないときこそ物を

ます。

せずに宅配でギフトが届
ります。仮に開いていた

開業

年目を迎えて

を卒業後、東京新宿の和

私は日本菓子専門学校

が、父が山梨の笛吹市出

京生まれの東京育ちです

指していました。私は東

さくら屋

菓子店で修行し、その後

身ということもあり、こ

和菓子処

山梨県笛吹市石和町にて

ちらで出店しました。

客様に身近なお菓子であ

上生菓子よりも一般のお

らのスタートなのでおい

し、自信につながりまし

て頂くことは嬉しいです

こ（甘納豆）を使ったり、 か乗り切ることができま

げではなく大納言のかの

隣県ですが、赤飯はささ

す。また、山梨は東京と

も今では良い思い出で

ん。電話帳をめくったの

も付き合いがありませ

ドバイスを頂き、なんと

し菓子組合の支部長にア

には戸惑いました。しか

や風習の違いに慣れるの

かったりと、その食文化

おはぎが使われる事が多

一から始めるというこ

２００５年に夫婦で開業
年目

笛吹市は南には富士山

る朝生菓子を中心に販売

しい餡を作るのが重要と

た。材料も一から決めて

お祝い事にはつるの子餅

しました。今年で

など、豊かな自然に囲ま

して食べてもらいたい。

考えました。つぶ餡、こ

いくのですが、そもそも

産です。

とで何を売りにするか？

れ、石和温泉や日本一の

そのためには自家製餡を

し餡、白餡を炊いていま

（すあま）が、法事には

になります。

生産量の桃とぶどうが名

作ること。歴史や伝統、

原料や包材の問屋さんと

特にその違いの一つ

した。

実家は和菓子屋ではな

す。餡をお客様から褒め

生あん
（白餡、
こし餡）

看板商品もないところか

すが、山梨では一大イベ

習自体があまりないので

に、東京ではお月見の風

が、販売を続けていくう

お客様も多かったのです

しく、白餡に抵抗のある

います。

見直していこうと考えて

昇に合わせて販売価格を

安心だ」と言ってもらえ

「ここに頼んでおいたら

と。そしてここ数年では

供えをします。また山梨

ではなく十三夜の時もお

年前からＩｎｓｔａｇｒ

のは大きかったです。２

口コミで広がっていった

く、

年目ぐらいになる

をかけてもらうことが多

から頑張るんだよ」と声

５年目までは「若いんだ

大切さを感じています。

日、営業していくことの

とに喜びを感じ、一日一

た。信頼してもらえるこ

るようになっていきまし

ちにリピーターが増え、

年目で感じたこと。

ントであり、十五夜だけ

の月見団子は特徴的で、

ａｍを始めたのですが、

包む形です。年々、注文

るメリットは大きいです

リアルタイムで発信でき

に経つんだ？早いねえ」

と、「開店からもうそんな

藤俊哉

和菓子処さくら屋・斉

主に上新粉の団子で餡を

をしっかりともらえるよ

し、今はＳＮＳやインタ

会です。ご覧になられた

•••••••••••••••••••

うになり、当日はてんや

わんやで営業しています。 ーネットでお店の情報が

広まるのはとても早いよ

組合員様ならびに関係者

また、いちご大福を一

うに感じています。価格

て、第

を謹んでお詫び申し上げ

訂正およびお詫び

年目から春に販売してい

面では、原材料や光熱費

九州ブロック佐賀大会と

ますと同時に、ここに訂

の方々には、多大なるご

ます。自家製の白餡の中

が高騰していますが、無

タイトルを誤って掲載し

正いたします。

７月号２面につきまし

に苺を入れて毎朝もち米

理にコストカットするの

ました。正しくは宮崎大

迷惑をお掛けしました事

を搗いて作ります。当時

ではなく、原料価格の上

回全菓連青年部

は白餡のいちご大福は珍
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コロナをきっかけ

けられるシステムとなっ

じられました。

体の中ではなかなかとれ

10

方たちがお中元、お歳暮

11
になってしまうと人と人

12

11

かったのですが独立を目

17

17
17

10

梨
山

第1001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４年８月15日

ディスカッションを行いました。

現状に対応した開発・販売」をテーマにパネル

全菓連では、全国組合幹部研修会で「地域の

をしてもらいました。商

と組んで、栄養面の分析

ます。例えば管理栄養士

込むことに気をつけてい

その③
て商売にならない」、「趣

で、当時の西尾会長から

から出てみたら」と言わ

していましたが、もとも

ともと和菓子が嫌いだか

た。自店の前の和菓子屋

と出たい気持ちがあった

れました。内心ドキドキ

で働いていた時、隣に洋

ので、断ったら一生後悔

声をかけていただきまし

菓子屋があって、ご夫婦

する、結果はどうであれ

味じゃないの」という部

でこじんまりとされてい

出ようと思って出まし

らか、自分でこれが美味

ました。ある日突然、物

た。会長も思い出づくり

分が多すぎて、新社長で

凄く車が来始めて、お客

になればいいくらいの感

しい、誰にでも勧められ

様が途絶えないのです。

じだったのでしょう。そ

ある息子は「会長はもう

思いついたらすぐ作るこ

テレビチャンピオンに出

の時に岡本君と会いしま

ると思える幅が薄いので

す。素材は地元の農産物

とが得意で、毎月新商品

て優勝したからで、２年

した。夜遅くにホテルに

来なくていい」と言って

や歴史を題材にしたいと

を出したり、デパートか

製パン」を読むのが好き

くらいその状態が続き、

しょうか。なので、新商

思っていますが、苦労し

ら何か言われると商品を

たですね。その時の優勝

だったので、本で拝見し

います。新社長はやはり

ています。包材も考えて

作ったりして、楽しんで

が松田さんです。近くで

品は苦労して作っていま

います。今日持って来た

います。

刷会社に回さず、自分で

ケージの絵をかいて、印

うちの場合は自分でパッ

００１円というコストに

の帯が０・０１円、０・

販売しなくていい、１枚

ことよ・全菓連青年部長） きる、不満を持ちながら

たものが明日には販売で

し、管理栄養士も自分の

スリリースしてくれる

修しました。大学でプレ

栄養面は管理栄養士が監

してもらい、
私が作って、

着いたら、草履を履いて

業界で宣伝してくれる

そびえ立つような店に引

なるから在庫をあまり持

ていた先生方を見られる

複合機を使って帯を作り

見ていたので、とんでも

し、うちはアピールがで

バーッと出てきて「すご

ます。
印刷会社で５千枚、 たないことです。また、

っ越し、その後は何店舗

私は決勝でお２人

ことは楽しかったです。

きる。こういうパターン

れないと思い、頑張りま

ない人が来るなと思って

最近、コンビニスイーツ

した。そこからのおつき

テレビチャンピオンの思い出

１万枚をしてもらうと、

ませんでした。唯一の接

合いです。それから何回

いな、かなわないんじゃ

コニコしていたようで

点が二六会で、会長とも

か出してもらい、高橋さ

も展開されました。それ

族でディズニーランドに

す。２時間の枠の製造で

ほとんど話したことがな

んにお会いしました。雲

テレビチャンピオンを見

の時でしたが、当時の社

行って、それでも優勝し

緊張感はありますが、そ

かったのですが、私が店

の上の存在という感じ

いました。準決勝まで勝

を何回かしたことがあり

長から「帰ってからした

たことを間近で見ていま

の中でもお菓子を作るこ

を開店した時に電話をく

で、緊張しながら話した

い」という依頼だったよ

をする会社に指導に行く

いました。もともと名和

ほうがいい」と言われ、

した。自分はお２人と決

とができたのは喜びだと

ださって「テレビチャン

のを覚えています。

岡本

全部消費しないともった

会に所属をしており、コ

お断りしました。再度来

勝で対峙させていただい

再発見したので、楽しい

ピオンから電話が来た、

ないか」というくらい貫

ます。相乗効果で地域を

ンテストでは入賞してい

歳で代表取締

番組だったと思います。

開店したし宣伝にもなる

嘩することもなく、他界

りませんでした。

を見た時に「いつか出て

契約をしまして、逆に勉
固めると、マスコミの人

ました。当時の関係者か

たのが、

て、作業も間近で見られ

私も大阪の二六会

父の店に入るのですが、

いました。

高橋

た方からは「本当に楽し

強になることがたくさん
も乗ってきやすいです。

意識して考えています。

らは「これは作れないと

役になった時だったの

て、勉強になりました。

松田

私は親父と仲が悪

した時はやはり涙が止ま

失敗といえ

ンに８回も出たのに、現

ち上がった後、家に帰っ

いないという気持ちが働

ありました。それと自分
うちが「新商品を出しま

高橋弘光氏（株式会社白

いう人では困るから、生

で、お受けしました。収

私は中高生の時に「製菓

松田

めちゃくちゃ喧嘩をして

ば失敗です

状はこれだけかというと

うです。それで私に飛ん

きます。すると新商品で

が思っていたものがくっ
した」といっても新聞に

妙） 私が新商品を考え

菓子から工芸菓子までで

録は朝から晩まで長かっ

けで全然違う。こんな素

かったんです。一旦、親

が、それが

ころですかね。いまだに

に負けています。２回戦

はなくなり、自分の中で

ついて新商品になること
は載りませんが、地域の

ると３年はかかってしま

きる人を紹介してくださ

まで再現したいと思って

晴らしい機械はない、と

あって独立

自店を持たず、自宅を別

テレビチャンピオ

しようとな

に買ってしまったり、会

みたい」と思いましたが、 禄がありました。負けら

は古いお菓子になってし

もあるので、人に会うこ
人とこういう思いで作り

います。白牛酪餅の開発

ない職場なので、渡され

いました。自動機を買っ

認識が変わりました。何

増えたし、良かったと思

ったので、

社の保養所を作ったり

そうに作っていました

まいます。ちょっと…と

とは大事だと思います。
ましたとか、こういうス

は５年かかりました。も

たのは借金くらいです。

た時、早く動かすことに

枚も失敗し、普段、そん

なもの買いやがって」と

います。ただ、後にも先

結果的には

で、銀行から８億円借り

て決勝のものを作る余裕

思った段階で切って、新

庵・ 全 菓 連 前 青 年 部 長 ） トーリーがあって出しま

松田明氏（株式会社あん

したとなれば、マスコミ

入りとなり、一旦出なく

だから、お金は出してく

魅力を感じていたので、

１つ言わない人で「自己

大喧嘩になりました。そ

にも試作の段階で、あれ

なぜ２回目

良かったと

て、今は返している途中

できたわけです。最初の

しいものの投入を繰り返

新商品を考える場合、で

も取り上げやすいので、

なりました。それから、

歳の

なに失敗することはない

責任でしなさい」という

れが唯一の親子喧嘩で、

だけのお菓子を捨てたの
私の父は今年の６

思います。

です。こういうことが失

で負けたこともあります

そうと考えています。自

きるだけ周りの人を巻き

ンピオンに出たらうちに

松田さんが出るようにな

れませんでした。

自分の配合で普通の速度

のでゴミの山を作ったの

感じでした。１回だけ大

その後、すぐ仲よくなり

は初めてでした。食べも

ただ、プラ

敗になるか、成功になる

どうやって出るか分かり

分で商品名と絵を書き、

んか」
という感じでした。 職人が来るのではないか

かってきて「出演しませ

という思いからでした。

って、しばらくして若い

時、社長になるから法人

でしたら焼けないので

ですが、父と話す機会が

喧嘩をしたことがありま

ました。その時「機械も

のを捨てることが心苦し

イベートで

かはこれからです。

ね」と言われました。ニ

パッケージにして販売す

それが和菓

まぐれで優勝しましたが

人が頑張っていることで

化しましたが、父は何を

す。そのとき父が「こん

んでした。修行から帰る

した。どら焼きの自動機

道具なんだな」と感じま

かったので、いまだに頭

はあまり喧

があったはずですが、家

る利点ですが、今日考え

子選手権の

「３回は勝たないと実力

再び声がかかり、最終回

しても何を買っても文句

岡本

前に「帰ってから、４年

を買った時です。自分は

した。スピードや出方な

の中に残っています。

どら焼き

歳

テレビチャンピオ

１回目だっ

ではない」と言われると

まで出させていただきま

は出たかと

月に他界しました。父と

後には全部渡すから」と

手焼きの時、卵の多い配

どのさじ加減を変えただ

あん庵

依頼は、修業時代の

高橋

たのです

思い、トータル８回優勝

いうと、と

は仲が良く、代替わりの

言われました。ただ、父

合で作っており、そのま

りました。

ても忙しか

時は揉めるといいます

と母とパート１人しかい

これまでで一番の失敗は？

ったので、

が、うちは全くありませ
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テレビチャ

28

が、また次には呼ばれて

ンからいきなり電話がか

が、仕事が

ひめ栗（当日、会場で配布）

した。

コンペを開いてデザイン

品は近くの大学の学生に

先月号より続く。

新商品開発について

包装紙は「こだわりすぎ

みたらし団子

ことよ

しました。５回目は殿堂

岡本伸治氏（夢菓子工房

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

忙しくて断

白妙
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日（金）

回デザート・スイ

日（水）〜

日本食糧新聞社、協同組合全日本洋菓子工

業会は２０２２年４月

に東京ビッグサイトで第

ーツ＆ベーカリー展を開催しました。同展で

は藪光生氏（全国和菓子協会専務理事）を講

師に迎え「和菓子産業の現状と未来」をテー

マに講演を行いました。

１．現状

その①
著しく減少している。一

地での土産品の売上げは
期に比べると

％くらい

あるのではという。最盛
そんなところだが、コロ

コロナ禍の影響は大体

その中で和菓子と洋菓子

は堅調に伸びているが、

頃言われたインバウンド
減少している。チョコレ
て話をしなければならな

ナはイレギュラーと考え

は進物などの贈答品需要

だけ減少している。原因

少傾向になっていた。例

ートは比較的堅調に推移

市販で売られる状況にな

えば法人需要を含めて、

の需要はほとんど無いに

れば、インフルエンザと

会合の土産やお中元お歳

の減少が大きい。コロナ

同じような扱いになり、

暮のやり取りが、徐々に

い。いつまでコロナの影

ウィズコロナと言われる

減ってきている傾向が原

しているが、洋菓子はマ

時代が来ると思っている

因であろう。これは菓子

近い。一方、家庭内需要

が、今は何を言っても仕

業界の中で進物用に使わ

が始まる前から、既に減

らに悪くてマイナス

菓子と和菓子、小麦せん

方がない。コロナの影響

れるのは、和菓子・洋菓

響が続くのか。経口薬が

需要」は堅調で、地域の
％、小麦せんべいはマイ

ろ２割ほど伸びた店もあ
べいの減少が大きい理由

は省いて２年くらい前に

めに和菓子屋に人が並ん

子供の日、柏餅を買うた

に推移している。昨年の

つは家庭内需要で、堅調

需要傾向をみると、１

需要が堅調に推移してい

ょっと持っていく手土産

ている。強いていえばち

が、どんどん小さくなっ

ロアの売場を取っていた

元歳暮は百貨店のワンフ

減少傾向にある。昔、中

合の土産は、頻繁に使わ

ない。周年記念などの会

とは、ほとんど考えられ

り止めると再開されるこ

で拒否している。一度取

せん」と、もらうことま

だきません。差し上げま

会社は「私どもではいた

某大手銀行、某大手証券

企業が増えていること。

で中元歳暮を取り止める

み、祖父母が行なってい

いる。今は核家族化が進

だん厳しい状況になって

れ筋ではあったが、だん

結びつきが強いことで売

和菓子は年中行事との

〇行事日の需要

流もなくなってしまっ

前だったが、そういう交

持っていくことが当たり

集まる若い人たちは減っ

るし、
寺が催しをしても、 る。１つは和菓子店の数

る。檀家の数も減ってく

たが、だんだん減ってい

うに和菓子屋に用意させ

た。それを当たり前のよ

物需要は低減傾向にある。 を招いて行事をして、来

た。こうした理由で、進

ており、縮小傾向にある

きなもので、寺では檀家

彼岸は仏教歳事として大

はしていない。また、お

若いお父さんやお母さん

る。また、今はデジタル

おばあちゃんが、柏餅を

い。昔ならおじいちゃん

く、地方自治体が

利用いただくことが多

敬老の日も和菓子を御

算不足で、しなくなって
いる。お孫さんたちが、
おじいちゃんおばあちゃ

ほかにも問題点はあ

が緩やかに減少していく
こと。理由の１つは後継
者不足である。和菓子の
場合、後継者問題は顕著
にあらわれているが、近
所の商店街をご覧になれ
ば八百屋や魚屋、薬局、

一方、家計調査を見る

と和菓子も洋菓子も需要

は堅調で、洋菓子は家庭

内需要で伸びが顕著であ

るし、数％であるが和菓

ここに後継者にはならな

チェーン店が出てきた。

んな無くなってしまい、

文房具屋、衣料品屋はみ

衰退をしていくだろう。

年中行事の需要は徐々に

こうした事例に限らず、

しても大きく動かない。

費と同じで、堅調に推移

という需要は、家庭内消

る。逆に３千万以下は厳

げが

万円であ

万円というと１日の売上

は、後継者がいる。５千

の売上げがあるところ

１店舗で５千万円くらい

のだろう。和菓子屋でも

する段階に到っていない

売上金額が後継者を育成

万社ず

が、現在も続いており、

あることを示している

の中小企業が減少傾向に

だけではなくて、日本中

ので、根強い需要はある。 社になっている。和菓子

それが後継者不足に輪を

来るとほとんど難しい。

独立性の強いお嫁さんが

いる店は結構できるが、

婦が親夫婦と一体でして

とてもできない。息子夫

出さなければならないの

そうなると相当の給料を

が必要で、マンションも

生計を保つためには家賃

て暮らすようになった。

息子夫婦が親夫婦と別れ

最近は核家族化が進み、

し、ゴルフもできたが、

生活できた。車も買える

いるほうが楽だ」という

といえば「給料もらって

ことではなく、どちらか

い。これは和菓子に限る

いう意欲のある人が少な

しく自分の店を持とうと

ことに慣れてしまい、新

で、売上げが少なければ、 が、働いて給料をもらう

つ減る現状がある。結局、 買わなければならない。

零細企業が毎年

かけた。

人になる若い人もいる

屋に勉強に来て和菓子職

薄れてきている。和菓子

の若い人は、開業意欲が

の負担になる。また、今

械を入れるとなれば相当

りる、道具を揃える、機

当の金額になる。店を借

ことにかかるコストは相

あるが、新しく店を出す

％減少して、３００万

い理由がある。全国的な

しい。昔の人は親夫婦と

もう１つ、新規参入が

子も昨年比で伸びている

企業統計を見ると、２０

息子夫婦が１つの家計の

難しくなってきている。
た中小企業は、

万社と約

万～

０６年に３６６万社あっ

中で生活していたので、

和菓子の利益率の問題も
２０１６年に

次号に続く。

意欲は衰退している。

若い人は多いので、開業

年後の

３千万の売上げでも十分

③ 企業数の緩やかな減少

んに持って行ってあげる

示している。

子が圧倒的に多いことを

レート、米菓、スナック

ー、ビスケット、チョコ

ている。飴・キャンディ

１０５．２％と若干伸び

年間の比較では、全体で

０９年と２０１９年の

体の推移を見ると、２０

菓子業界の生産金額全

遡って話をしたい。

％、和菓子はさ

10

イナス

小規模の製造小売は忙し

る。しかし、こうした製

は、この三品は進物用に

％である。特に洋

ナス

造小売の店は売上げの規

きい。洋菓子と和菓子の

使われるケースが多い

お菓子の中で目立って

５％の違いは、和菓子の

模自体が小さいので、業

減少したものの１つは飴

ほうが進物用の売上げの

が、コロナで進物品の売

だ。なぜキャンディー・

規模が若干大きいからと

界全体でみると、かなり

飴が減少したのかは分か

考えられる。会合の際の

上げが減少した影響が大

いる。百貨店やショッピ

りにくいが、業界の方に

お土産は、やはり和菓子

減少傾向にある。

エンスストアの菓子売場
ングセンターの売上げは

聞くと、マスクをして飴

様である。例えばスーパ

２年半近く続いているコ
の売上げは、それほど落
落ちており、全盛期に比

を使われることが多いの

和菓子産業の現状だ

ロナウイルス感染症拡大
ちていないが、都市部は

べると低い水準だ。
また、 を食べると、臭いがこも

で、その影響が大きい。

ーマーケットやコンビニ

の影響を話さないわけに
悪い。住宅地の店舗は、

るから嫌がられる傾向が

が、２０２０年２月から

はいかない。菓子業界全
空港や駅、行楽地、観光

でいた。和菓子屋の店頭

るが、そうそう大きな伸

れているが、多くあるわ

たような年中行事が孫の

ことは否めない。

る事例もたくさんあっ

の行列は普通、考えられ

びはないので、全般的に

けではないので、法人需

代には伝わっていかな
３つ目は法人重要だ

の時代と言われている。

買ってきて「今日はこん

た。今、地方自治体は予

ない。家庭内需要の堅調

やや減少傾向にある。

要は必然的に減ってく

２つ目は贈答品重要で

が、これは贈答品需要と

昔、集金に行くときは、

〇家庭内需要

な推移の表れである。

〇法人需要

ある。和菓子にとっては

似ている。顕著にあらわ

歳を

大きな需要だが、世相が

過ぎた人に紅白饅頭を配

た人にお土産を持たせ

〇贈答品需要

② 需要の動向

15

を中心とした「巣ごもり

18

く、コロナ前よりもむし

10

結構忙しい傾向が続いて

① 生産金額の減少

29

体の売上げは、まだら模

藪 光生 氏（全国和菓子協会専務理事）
な日だよ」と話したが、

10

現状と未来

営業をしがてら手土産を

25

和菓子産業の

れているのは、法人需要

22

17
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反映されて、中元歳暮は

10
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洋菓子講習
日本菓子専門学校

教師

【基礎編】
山田 恵理

マンゴーピュレ

……………

ｇ

マンゴーブランマンジェ （カップ 個分）
Ａ．ブランマンジェ
アーモンドミルク

ｇ
クリーム……………

レモン果汁…………

Ｃ．ジュレ

ｇ

ｇ

………２００ｇ

グラニュー糖………
ｇ

………４８０ｇ

板ゼラチン…………
クリーム………３００ｇ
マンゴーピュレ
【仕込み工程】

アーモンドミルクに、

❶Ａを仕込む。

………１２０ｇ
グラニュー糖を加え温め

ナパージュヌートル

………１２０ｇ

ビターアーモンドエッセ

ｇ

ンス…………………数滴
アマレット…………

レモン果汁…………６ｇ

Ｂ．マンゴープリン
牛乳……………１５４ｇ
溶かす。

ゼラチンを加え裏ごし冷

火を止め、ふやかした

冷凍マンゴー…１９０ｇ
Ｄ．仕上げ

ｇ

グラニュー糖………
板ゼラチン…………３ｇ
粒

ます。

❷Ｂを仕込む。
牛乳を温め、グラニュ
ー糖を溶かす。
ふやかしたゼラチンを
加え、裏ごし冷ます。
マンゴーピュレと、フ
ロマージュブランを合わ
せた中に加え、混ぜ合わ
せる。
泡立てたクリームと合
わせる。

ることで、食べやすくな

味を加えることもでき、

す」も販売し、宮内庁に

加した「ゴールド旅がら

伴い、本社工場も順に場

旅がらすの生産増加に

なりました。

献上されるほどの銘菓と

おすすめです。

しさが味わえます。

る事で、また違った美味

色々なピュレに変更す

り、夏のデザートにおす
すめです。
表面のジュレは、アプ
リコットなどに置き換え
ることで、さわやかな酸

の後県内で直営店を増や

新築移転をしました。そ

は現在の前橋市新堀町へ

••••••••••••••••••• 所を移し、１９９０年に

故郷と幸せを感じてもらいたい

旅がらす本舗 清月堂
株式会社旅がらす本舗

１９５８年に販売をし和

製法で作られています。

番になり現在も変わらぬ

経験し、２０１４年群馬

が減少していった時代も

とともに徐々に売り上げ

りましたが、時代の変化

すなど規模を拡大して参

清月堂は１９２７年（昭

洋折衷のモダンな味わい

銘菓としての伝統を守る

株式
会社

和２年）に創業。

が好評を博し、群馬銘菓

べく同社は、高崎市内に

ｇずつ流

「旅がらす」は鉱泉水

年を経た現在も

Ａの上に、

全部の材料を混ぜ合わ

を使って焼き上げた薄焼

として

❸Ｃを仕込む。

し合わせる。

せ、角切りにしたマンゴ

きの鉱泉せんべいで、独

ーカー「株式会社ドンレ 「旅がらす故郷シリーズ」 っている。味はブルーベ

生産拠点を持つ洋菓子メ

在「旅がらすシリーズ」

り組みを行いました。現

リーやごま、抹茶など６

サクした食感が特徴にな

使用し、より軽くてサク

ーをからめる。

ロングセラー商品となっ

の２枚看板のもと、２０

種類で構成をしています。

ビターアーモンドエッ

自配合のミルククリーム

１６年には旅がらすの販

加えて地元地域にとこ

ｇずつ流

ています。翌年には日本

ミー」の傘下となりまし

年ぶりのリニュ

Ｂの上に、

をサンドしたお菓子で

茶はもちろん、コーヒー

た。ドンレミーの専務取

売から

センス、アマレットを加

❹フランボワーズを飾る。 す。ミルククリームの優

や紅茶にも合うようにと

締役である糸井義一が、

ぜ合わせ、

プに流し入れる。

マンゴーに酸味を加え

す。

泡立てたクリームと混

しい甘さが幅広い世代に

チョコ味、レモン味を追

える。

ｇずつカッ

支持され、群馬銘菓の定

64

ゴールド旅がらす

１店舗にするなど大胆な

店舗の直営店を

同年社長に就任し県内に

ールド旅がらすは県産小

す」を販売。プレミアムゴ

ミアムゴールド旅がら

ーアル商品である「プレ

商品や新しい和菓子の発

企業や地域とコラボした

イートポテトなどは県内

ふるさと最中、シルクス

とんこだわった旅がらす

あった

経営再建を図った一方で

麦粉「白金鶴」を１００％

売など、商品をリリース

種類をラインアッ

し「旅がらす」に関して

は約

﨑淳

清月堂・営業課課長・岩

株式会社旅がらす本舗

いたいと思います。

郷と幸せ感を感じてもら

一人でも多くの皆様に故

った旅がらすを通じて、

生まれ群馬で育ててもら

発に努める一方で群馬で

いたこだわった商品の開

今後も地元地域に根付

プしています。

20

フランボワーズ……

馬
群

14

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

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。

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

58

旅がらすの販路拡大に取

旅がらす

フロマージュブラン

40
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