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【特集／OMUレポート】

表紙にたくさん載っている小さな写真は、どれもヨーロッパのお店や市場のスナップ・ショットですが、
商品陳列や売場演出に洗練されたセンスが光ります。特に感心させられるのは、色使いの上手さです。
今回は、お店のセンスアップ、ひいては売上アップにつながる「色」の特集です。

　日本の洋菓子界には「マイスター制度」といったものが確立
されていませんから、一人前の菓子職人になるために何と何
を修得すべきかが曖昧です。自由度は高い反面、プロとアマ
の境界がはっきりしないともいえます。
　もちろん、製菓技術が中心であることは当然でしょうが、それ
が“日本の技術レベルは、もはやフランスを抜いて世界最高だ”
という人がいたり、頻繁に講習会が行われているのに対して、
その周辺のラッピングやディスプレイ、接客などの技術について
は、ずいぶんと力の入り具合が落ちるような気がします。まして、
お店のロゴ・マークや看板、POPや包装紙、売場演出や商品
陳列などにおける「色使い」は、何となく感覚で行われている
のが、大方の実情ではないでしょうか。
　色使いも、菓子作りと同様、技術です。企業であれば、専門
家への外注でも良いのでしょうが、家業ではそうもいかないで
しょう。しかし、コツコツと身に付けてゆけば、それはお店の経
営に貢献する力となるのです。

　良い菓子を作るために素材のことを知るのが必要なように、
良い「色彩効果」を得るためには、それぞれの色の持つ性質
や性格を知り、そして組み合わせたらどうなのかを把握するこ
とが必要です。
　誌面の都合でうんと端折ります（この分野の専門書は結構
書店に並んでいます）が、以下に色の分類や性質などについ
て少し紹介してみます。
１）色の３つの属性

　全ての色は、次の３つのものさしで位置づけたり比べたりす
ることができます。
①色相（右ページ「色相環」の図  参照）

　色の発する波長の長さによって区別される、いわゆる「色
合い」のことで、赤～紫の虹の色分けがこれにあたります。
②明度

　色の明るさ・暗さの度合いで、最も明るいのが「白」、その逆
は「黒」です。モノトーンだけでなく、各色相にそれぞれ明（ライ
ト）～暗（ダーク）がある訳です。
③彩度

　色の鮮やかさの度合いで、各色相で最も鮮やかな色を「純

色」といい、それに明度の違うモノトーンを加えていくことで、鮮
やかなものが段 く々すんだ感じに変化してゆきます。
　これら３つの属性を、X軸、Y軸、Z軸として並べた分布図を「色
立体」と呼んでいます。
２）寒色・暖色

　日常生活の中でよくとらえられている概念ですが、このグル
ープ分けの特徴を簡単にまとめると（下）図のようになります。
暖色はまた、“美味しそうに見える色”ともいわれます。同じ色
相の中では、明度・彩度が高いものがより強くその特徴を発揮
します。
３）色のイメージ

　それぞれの色には、多くの人が共通に感じる「イメージ」が
あり、それをうまく利用すると、より効果的な演出ができます。
例）赤……活力、情熱、エネルギッシュ、女性的
　  黄……陽気、幸せ，注目
　  青……さわやか、清潔、クール、男性的
　  緑……新鮮、やすらぎ、安全
　  白……純粋、率直、冷たさ
　  黒……高級、重厚、恐怖
　  グレー…現代的、都会的、人工的

　さて「色」という素材の組み合わせは、それこそ無数にあり
ますが、菓子作りの配合にも基本パターンが存在するように、
整理して考えることが可能です。以下に例をあげてみます。
１）同系色でまとめる

同じ色相で、明度や彩度の違う色の組み合わせです。
おさまりが良く、失敗が少ないが、インパクトは弱くなりがちです。
テーマカラー（例えば秋の栗色）の展開などに効果的です。
２）近似色でまとめる

色相環（図参照）で隣り同士の色の組み合わせです。これも
無理なく使えて失敗は少ないといえます。１）に比べると、特に
繰り返した場合など、リズム感が生まれます。（例えば、フルー
ツゼリーの詰め合わせなど）

３）反対色（補色ともいう）を組み合わせる

　色相環で180度反対の位置にある色同志のカップリングです。
これはインパクトが得られるため、下手をするとどぎつくなる場
合もあります。最も代表的な例はクリスマスの赤と緑でしょう。
４）単色＋モノトーンの組み合わせ

　白～灰色～黒のモノトーン（無彩色ともいう）は、他の色相（有
彩色）をより鮮やかに見せるはたらきをします。例えばイチゴシ
ョートケーキの苺がより美味しそうに見えたり、黒いお皿にのせ
た焼菓子がより深い味に感じたりする効果があります。
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　難しい理論はこの際抜きにして、まずは「売上アップのために、
色をうまく使う」という目的意識を持つことです。そして例えば、
以下のような身近なことについて、どんな色使いをしたらより
効果が上がるか実際に試してみるのです。
●お客さまが“うっかり通り過ぎてしまった”ということがないよ
うに看板や店構えを目立たせる
●より入りやすく、またお客さまに期待感をもって入店していた
だけるようにする　
●店がすすめたい商品に目を止め、手にとっていただけるよう

にする
●商品をより美味しそうに見せる
●清潔感や高級感、愉しさなどを演出する
●常連のお客さまを飽きさせず“また来たい”と思っていただ
けるようにする
　私たちは、生活するのに必要な情報のなんと８割を視覚か
ら得ているのだそうです。また「第一印象は７秒間で決まる」と
いうデータもあります。POPも大切ですが、７秒では細かい文
字は大して読んでもらえそうにありません。まずは、大まかなと
ころを色によってイメージづけることが必要です。
　もし、あなたのお店で「色使い」にさほど気を使っていなかっ
た、ということでしたら、とりあえず次のことから取り組んでみて
はいかがでしょう。
●お店の色（コーポレート・カラーもしくはストアカラー）は決まっ
ていますか？それが看板やユニフォーム、包装紙などに活かされ、
お店の個性となっているでしょうか？
●季節ごと、あるいは月ごとの「テーマ・カラー」設定して売場
づくりやイベントを行っていますか？商品はもとよりPOPやクロス、
リボンなどの色合いを変化させるとお店の表情はずいぶん変
わるものです。この変化が活気をもたらしてくれるはずです。
参考までに１～１２月の色のイメージを下に並べてみます。

　看板を新たに設置するには、お金がかかりますが、もともと
付けるものであれば、その色使いを考えることはタダでできるこ
とです。それで効果をあげるのと、下手をしてイメージダウンに
なるのとでは、非常に大きな差があるでしょう。さあ、もっとお店
ぐるみで「色仕掛け」に力を入れましょう！

■1～12月のシンボルカラー

1月 黒または白

2月 濃い青

3月 灰色か銀色

4月 黄色

5月 薄紫

6月 ピンク色

7月 空色

8月 濃い緑

9月 橙または金色

10月 茶色

11月 紫

12月 赤

■暖色と寒色の特徴
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ヨーロッパでは子供だけでなく大人も大好きな「チョコレート」。
日本でも、ガトー・ショコラやムース・オ・ショコラなど、伝統的なチョコレート菓子は変わらぬ人気を集め
ています。今回は、クリスマスシーズンを前に、作業性が良いとご好評をいただいているオーム乳業の
「モン・ガナッシュ」を使ったチョコレート菓子のレシピを集めてご紹介いたします。

素材の良さが味わいをさらに深く。
シンプルでシックなケーキ。

クラシック・ショコラ

※詳しいレシピについては、担当営業マンにお問い合わせください。

【配合】  １5㎝丸型3台分
　 150g　　オーム発酵バター
　 400g　　オーム モン・ガナッシュ
　　 8個　  卵黄
　   75g　　グラニュー糖
　　 8個　  卵白
　 225g　　グラニュー糖
　 120g　　ココア
　   60g　　薄力粉

【OMUレシピ提案】

チョコレート菓子の作業性をグンとアップする
「OMUモン・ガナッシュ」を使ったお菓子

適量      粉糖

トロトロとした口溶けを楽しみたい
甘すぎず、お洒落な大人のプリン。

なめらかチョコレートプリン
【配合】プリンカップ（120cc）約8個分
　 190g　　全卵
　   55g　　グラニュー糖
　 150g　    オームモン・ガナッシュ
　 380g　　牛乳
　 200g　    オームピュア35

［カラメル］
　 100g　　グラニュー糖
　   25g　　水
　   25g　   水

①牛乳とピュア35を鍋に入れ、火にかけて温める。
②全卵にグラニュー糖を加え、すりあわせる。これに湯煎で溶かしたモン・ガナ
　ッシュを加え混ぜる。
③②に温めた①を加え混ぜ、これを漉す。
④あらかじめカラメルを作り、流しておいたカップに③を入れ、上火140℃、下火
　120℃で約40分湯煎焼きする。

キルシュがアクセントになって、
洗練されたチョコレート風味に。

キルシュ・トルテ
【配合】  １5㎝セルクル　2台分
［シート生地］38×29cm深天板1枚分
　 220g　　全卵
　   40g　　卵黄
　 130g　    グラニュー糖
　   62g　　薄力粉
　   30g　    オームピュア35
　   48g　　オームモン・ガナッシュ

①シート生地にシロップを打ち、チョコレートホイップを1～2mm程度にナッペ
　する。底になる部分を抜き、セルクルの底に敷いておく。
②その他の生地には水分を切ったサワーチェリーを散りばめ、棒状に細長くカ
　ットし、くるくる巻きながら中央からセルクルに詰めていく。
③上面にチョコレートホイップをナッペし、これを冷凍する。セルクルから外し、
　残ったホイップを表面にナッペする。チョコレートのコポーで飾り付ける。

チョコレートの甘さに負けない
しっかりしたタルト生地がベース。

チョコレートタルト
【配合】   5㎝タルトリング　約50個分
［準備］パート・シュクレ
       　 クレーム・ダマンド
       　 アプリコットジャム

◎厚さ3mmにのばしたパート・シュクレを
型に敷いてアプリコットジャムを底に適量
塗る。これにクレーム・ダマンドを絞り込み、
上下180℃で20～25分焼く。

［チョコレートクリーム］
　 220g　　オームモン・ガナッシュ
　　 1個　  全卵
　　 1個　  卵黄

①ほぐした全卵と卵黄を裏ごしし、湯煎で溶かしたモン・ガナッシュを混ぜ合わ
　せる。
②準備しておいた型に①を流し込み、上火180℃、上火のみで約10分焼く。

［上がけ用チョコレート］
　 120g　   オームモン・ガナッシュ
　   12g　   オーム発酵バター
　   20g　   30 ボ゚ーメシロップ

①モン・ガナッシュを湯煎で溶かし、クリーム状にしたバターと30 ボ゚ーメシロッ
　プを加えて泡立てないように混ぜる。
②仕上げに上面に流し、チョコレートの飾りなどを飾り付ける。

［組立・仕上げ］
　 適量       サワーチェリー（缶詰め）※

　 　　　    チョコレートのコポー

［チョコレートホイップ］
　 210g　    オームピュア35　
　   90g　    オーム モンガナッシュ
7分立てしたピュア３５に湯煎で溶かしたモン・ガナッシュ（約35℃）を
加え、仕上げ立てする。

［シロップ］
　 250cc　   水
　 100g　    グラニュー糖
     適量　　 キルシュ

①バターをポマード状にし、溶かしたモン・ガナッシュ（35～40℃）を混ぜ合わ
　せる。（モン・ガナッシュの温度が高すぎて、バターが溶けないように注意する。
　モン・ガナッシュは冷めて急激に固まる心配は無いので、作業がやりやすい。）
②卵黄にグラニュー糖を加え、白っぽくなるまでミキサーで立てて、①に加え混
　ぜる。
③卵白とグラニュー糖でメレンゲを作り、これの1／3量を②に加え混ぜ、一緒
　にしてふるっておいたココアと薄力粉を加え混ぜる。残りのメレンゲを加え、
　軽く合わせる。
④紙を敷いた型に流し入れ、上下180℃で15分、その後上下130℃に下げて
　約40分焼く。
⑤仕上げに粉糖を適量かける。

クレーム・ダマンド

パート・シュクレ アプリコットジャム

チョコレートの飾り上がけ用
チョコレート

チョコレートクリーム
サワーチェリー

チョコレートのコポー

チョコレートポイップシート生地

※缶詰のシロップ、砂糖、レモンの皮でチェリーを一煮立てさせ、
冷めたらワインを加え、漬け込んで おく。



　生クリームにオーム モン・ガナッシュを加えてホイップするだけで手軽においしいチョコレートホイッ
プクリームができます。合わせるクリームは、純生クリームやコンパウンドクリームなど、作業性や経済性、
好みにあわせてかえることができ、また、加えるモン・ガナッシュの量を加減することによって、好みの味
や色に仕上げることができます。
　そこで今回は、モン・ガナッシュの添加量や合わせるクリームの違いによるオーバーランや物性、色
について検証します。

【実験結果】
図1.は各クリームとモン・ガナッシュの割合を変えたときのオーバーランと色の変化を表したグラフです。これらを見ると、
モン・ガナッシュの割合が増えるにしたがって色が濃くなるのはもちろんのこと、その反面オーバーランが低くなっていく
ことがわかります。また、表1.表2.はホイップしたときの当日、翌日の状態を表しています。両者ともモン・ガナッシュの添加
量が少なすぎると味、色ともに薄くぼけた味になります。逆に、添加量が多くなりすぎると、腰も弱くオーバーランも下が
ってきます。ホイップ直後は腰も弱く、ダレた状態で、翌日冷蔵庫から出してすぐは、チョコレートの力で冷えて固まり、か
ためになります。
　これらのことから、チョコレートホイップクリームを作るときは一般的にクリームとモン・ガナッシュの割合が8：2～7：3くらい
が適量ではないかと思われます。

【実験方法】無糖で6～7分立てした純生クリーム（ピュア35）叉はコンパウンドクリーム（G&Fスペシャル）にそれ
ぞれ湯煎で溶かしたモン・ガナッシュ（約35℃）を割合を変えて加え、仕上げ立てしたときのオーバ
ーランや色の変化および味、物性の状態をみます。

【生クリーム実験室】

生クリームの基礎知識⑬

「生クリームにモン・ガナッシュを加えたときのホイップ性」

※このコーナーへのご意見、ご質問、ご要望をお待ちしています。編集局

※あくまでも目安ですので、これらのデータをご参考に、お好み・用途にあわせてお使い分けください。

図1.各クリームにモン・ガナッシュを加えて
　   ホイップした時のオーバーランと色の変化
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クリーム：モン・ガナッシュ

色度（ピュア35）

■オーバーラン（ピュア35）

■オーバーラン（GF）

色度（GF）

表1　コンパウンドクリーム（GFスペシャル）にモン・ガナッシュを加えホイップしたときの状態
GFスペシャル：モン・ガナッシュ 10：0

155.50 125.96 103.41 90.20 78.44 58.73 48.05オーバーラン（％）

―

―

薄い 良好 良好 良好 濃い濃い風　味

A A AAB AB B B評　価

状　態

9：1 8：2 7：3 6：4 5：5 4：6

物性はよいが
味が薄くボケて
いる。色も薄い。

表面の艶があ
り、やや粘りが
出てくる。

かなり腰が弱くなるが、絞れなくは
ない。しかし表面の艶がありやや
ダレている。冷蔵庫で冷やすと、
チョコレートの力で固まる。

味・色・物性ともに良好。保型性
も良好。

―

表2　純生クリーム（ピュア35）にモン・ガナッシュを加えホイップしたときの状態
ピュア35：モン・ガナッシュ 10：0

174.33 138.17 120.31 106.15 88.16 68.22 57.84オーバーラン（％）

― 薄い 良好 良好 良好 濃い濃い風　味

A A AAB BB B評　価

状　態

9：1 8：2 7：3 6：4 5：5 4：6

物性はよいが
味が薄くボケて
いる。色も薄い。

腰が弱くなりや
や分離気味。こ
の辺の割合が
限度ではないか。

柔らかすぎて絞れない。絞っても
ダレてあまり原型がない。冷蔵庫
で冷やすと、チュコレートの力で固
まる。

味・色・物性ともに良好。保型性
も良好。

A→良好　AB→やや良好　B→やや不良

問屋さん紹介 今回より、日頃オーム乳業との関わりの深い、
みなさんをシリーズでご紹介していきます。

第１回目は、先代からの長いおつきあいで、
当社クリームなどを扱ってくださっている、
株式会社久菱（福岡市）の戸坂課長を
ご紹介いたします。

　久菱は今年で創立45周年を迎え、私も、はや入社20
年目になります。弊社は、メーカーで製造された商品を仕
入れてユーザーの皆さまにお届けする卸売業ですが、取

扱商品の約8割ほどが乳製品を占めておりますので、デ
リバリーにはたいへん気を使っております。
　入社当時には想像もしなかったコンピューターの導入、
冷凍設備の整った貨物自動車、そして携帯電話…。今
は何もかも「至れり尽くせり」のデジタル化の世の中にな
っていくようですが、私共の業務は常にアナログの世界
だと思います。
　今までにさまざまな方 と々出会い、いろいろな知識と経
験を積むことによって、コミュニケーションがとれることの
大切さが少しは理解できるようになり、特にオーム乳業さ
んと同行販売をさせていただいたことが、自分自身にとっ
て大きな成果と自信を与えてくれたことを感謝しておりま
す。
　とにもかくにも、ユーザーの皆さまには良い品をより良
い状態でお届けする事と、できる限りのご要望に応えら
れるよう、努力していきたいと思います。
　今後も何卒よろしくお願いいたします。

株式会社久菱
（福岡県福岡市）

課長  戸坂  英隆
とさか　　　ひでたか

色
　
度

〈5：5〉

〈7：3〉

〈9：1〉
〈生クリーム：モンガナッシュの比率〉



販 売 拠 点 の ご あ ん な い

■本社工場・営業部
〒836-0895  福岡県大牟田市新勝立町1-38-1
TEL 0944（52）8282（代）　FAX 0944（52）6881

■東京営業所
〒182-0026  東京都調布市小島町3-69-2  第一荒井麗峰ビル5F
TEL 0424（89）8631（代）　FAX 0424（89）8632

製造技術経験を活かし、営業活動に貢献したい。

開発レポート ミルクアレルギーに配慮した待望のアイスが新登場！

「ペプティアイス」

＜商品特長＞
●ペプティアイスは、ペプティシリーズに使用している乳と同じく、酵素によりタンパク
質を細かく分解し、アレルギー反応を起きにくくしています。又、従来の酵素処理による
問題点でもあった苦味をさらに軽減化することができました。乳のカゼイン蛋白を少な
くすることで、分解後に苦味をほとんど感じない程度にしています。発売後はお買い上
げのお客様からの「あこがれのアイスが食べられてすごくうれしい。」とお喜びの声も頂
いています。
　アトピー児のおやつ、牛乳除去を解除する時などにおすすめです。ただし、治療食で
はないので、牛乳アレルギーの強い方は医師にご相談の上、お試し頂いています。
※この商品についての詳しいお問い合わせやサンプルにつきましては、

　乳食品課（担当者：萩原）までお気軽にお申し付けください。

いつもお世話になっております、オーム乳業の営業マンを紹介します。

横田  義隆（46歳）
東京営業所・所長

2000年11月1日発行　発行/ラプロッシュ編集局　福岡県大牟田市新勝立町1-38-1　オーム乳業（株）開発部内　TEL0944（52）8282

　入社以来20数年を迎えましたが、以前は製造部勤
務で、永年にわたり製造技術、及び製造管理に携わっ
ていた経験が、今日の私の財産であると思っています。
　昨今の厳しい経営環境の中、2000年2月1日より東京
営業所勤務を命じられ、何かにつけ皆さまにご迷惑を
おかけしていることと思いますが、これまでの経験を活
かし、より一層精進していきますので、今後ともよろしく
お願いいたします。
　何事に対しても、初心に戻ることをモットーにし「challenge speed flexible」を
標語に率先して挑戦、全力をかけて前進していきたいと思います。また同時に、
常にお客様への感謝の気持ちを大切にしていきたいと思っています。
　妻は外国人で、グローバル化対応です。地域での英会話教室で頑張っても
らっています。休みの日には、家族で「気楽でおしゃれ」な店を探し、食べ歩くの
が趣味です。「I Love  遊」

アレルギー、アトピーの方からのご要望が非常に多かったアイスを
ペプティシリーズの新製品として開発しましたのでご紹介します。

容　　　　量：80ml×8個
種　類　別：ラクトアイス
無脂乳固形分：3.0％    乳脂肪分：5.0％
原　材　料：酵素分解乳、ビート糖、トレハロース、デキストリン（タピオカ）、
　　　　　　 安定剤（ペクチン）、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル）

▲

妻
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よこた　　よしたか




