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【特集／OMUレポート】

日本全国の銘菓が大集合！
お菓子の世界を
いつもとちがう視点で見られる、
4年に一度の“お菓子のオリンピック”に
出かけてみませんか。

　今年、熊本県で開催される「くまもと菓子博2002」（正式
名称「第24回全国菓子大博覧会九州in熊本」／2002年11
月1日～18日）は、4年に一度開催されるお菓子のオリンピッ
クといわれるビッグイベント。その歴史は古く、明治44年の第
1回博覧会より約90年にわたって受け継がれてきました。
　今回の開催地は熊本県。21世紀初の開催となる今回は、
「お菓子と人が築く21世紀の夢創造～お菓子ルネッサンス」
をテーマに、各展示コーナーで「お菓子に夢がもてる新しい
ライフスタイル」を提案する催しが目白押しです。
　お菓子を通じて、その伝統・歴史・文化を学べる場があっ
たり、また別のコーナーではお菓子をテーマに新しいライフス
タイルを提案し、菓子博を訪れる皆さんが夢を育むことがで
きる未来の可能性をシミュレーションして見せてくれます。
　会場となる「グランメッセ熊本」と「熊本城」では、それぞ
れのテーマで展示を行うゾーンが設けられ、開催地・熊本の
お菓子にまつわる伝統・文化や歴史、芸術を体感したり、楽
しいステージや体験イベントに参加することができます。

いよいよ「菓子博」が九州・熊本で開催！

　“菓子博は和菓子中心だから”とか“一般の人向けだから”
と、洋菓子店には関係ないようなムードも多少、感じられます。
確かに、業界の展示会に比べれば、仕事に直接役立つ情
報は少ないでしょうが、「観察する眼」をもって臨めばご商売
のヒントが盛り沢山の貴重な機会とも捉えられます。
　一般の方がどんな風にお菓子作りを楽しむか（「お菓子
の体験教室」コーナー）、時代を超えて駄菓子は何故好まれ
るのか（「お菓子のにぎわい横町」コーナー）等々、いつもと
違った視点でお菓子の「原点」や「本質」を考えてみてはい
かがでしょうか。
　「くまもと菓子博2002」は、昭和48年以来、約30年ぶりの
九州での開催です。周辺には温泉や観光地もたくさんあり
ます。この機会に、ご家族やスタッフの方とご一緒に全国か
らのご来訪をお待ちしています。

ウォッチング・ポイントが盛り沢山！

　「菓子博」では、会場に居ながら全国の銘菓を実際に見て、
ふれて、食べて、その場で買えるのも大きな魅力。毎日、さま
ざまな銘菓を試食していただいたり、お買い求めいただくこ
とができます。
　また、「伝統工芸菓子」のコーナーでは、和・洋それぞれの
菓子職人たちの技術の粋を凝らした作品展示と実演があり、
プロの方々にも大いに参考となることでしょう。

日本全国の銘菓（和菓子・洋菓子）が一同に
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グランメッセ熊本会場 4年に一度のお菓子の祭典

日本全国のおいしいお菓子が大集合！
お菓子が作る新しいライフスタイルを提案

熊本城会場 熊本が育んだお菓子の文化

お菓子にまつわる熊本の伝統文化・歴史・芸術を
築城400年を迎える熊本城で体感！

●ふれあいワールド
　～お菓子がつなぐふれあいゾーン

●発見ワールド
　～多彩な銘菓の展示と販売

●おどろきワールド
　～匠が織りなす伝統工芸菓子の芸術

●わくわくワールド
　～いろんなお菓子に囲まれてワクワク！

●宇土櫓ゾーン
　～毎日楽しいステージが繰り広げられます

●天守閣ゾーン
　～お菓子の歴史を学びます

●数寄屋丸ゾーン
　～祭りの縁日の雰囲気で、思わず心が弾む

●ウェルカムゾーン
　～お菓子のお城に大変身！

●ときめきワールド
　～「夢のお菓子物語」がはじまる…

開催期間／平成14年11月1日（金）
　　　　　～平成14年11月18日（月）
開催時間／9：30～17：00
　　　　　（熊本会場8：30～17：00）
会　　場／グランメッセ熊本、熊本城

「くまもと菓子博2002」

ふれあいワールド

わくわくワールド

宇土櫓ゾーン

ウェルカムゾーン

ときめきワールド

おどろきワールド

発見ワールド
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●益城熊本空港ICから車で
　…………………………約2分
●熊本空港から車で
　………………………約10分
●熊本県庁から車で
　………………………約10分
●熊本城から車で
　………………………約25分
●JR熊本駅から車で
　………………………約30分

●JR熊本駅から市電で
　………………………約10分
●熊本空港から車で
　………………………約35分
●市電熊本城前・
　市役所前下車徒歩……約5分
●市営バス市役所前下車徒歩
　…………………………約5分
交通センターより
熊本城周遊バス運行

グランメッセ熊本会場

熊本城会場

数寄屋丸ゾーン

　「熊本は、自然に恵ま
れ、水質も良く、おいしい
特産物やお菓子が豊富
な、いいところです。この
菓子博の入場券は、熊
本城の観覧までできま
すので、大変お得ですよ！

この機会に、全国から多くのご来場を皆でおまちしてい
ます。」（菓子博実行委員会事務局前にて、マスコット
の「おてもちゃん」とツーショットの北川事務局長）

事務局からみなさまへ

前売り券や催事内容等のお問い合わせは…
●第24回  全国菓子大博覧会九州ｉｎ熊本
　実行委員会事務局
　〒862-0950  熊本市水前寺6丁目18番1号
　ＴＥＬ096（213）8900　ＦＡＸ096（213）8880
最新の情報は…http: / /www.kashihaku.net



フレッシュ・マスカルポーネを
使ったイタリア風デザート
　イタリアを原産地とするフレッシュクリームチーズ「マスカルポーネ」。
生クリームのような食感で、ほのかな甘みがあり、チーズケーキやティラミスなどのお菓子にぴったり。
そのままフルーツにかけたり、パスタ料理などにも利用できます。
　今回は、マスカルポーネの故郷・イタリアをイメージしたちょっとおしゃれなデザートをご紹介します。
どれも、お店のショーケースが夏の爽やかなイメージになりそうなお菓子です。

【OMUレシピ提案】

夏場の商品として、パッションの強い酸味をきかせたムースと、
ミルキーなマスカルポーネのクラフティーが口の中で程良く中和します。

イル・ド・コライユ［Ile de corail］

２５０ｇ
　　６０ｇ
　３６０ｇ
　２００ｇ
　７３０ｇ
　　　６ｇ

バター
パート・ダマンド
グラニュー糖
全卵
薄力粉
ベーキングパウダー

【配　合】
［パート・シュクレ］

　１５cmタルト型  ８台分

２５０ｇ
　２００ｇ
　２４０ｇ
　　８０ｇ
　３４０ｇ
　１００ｇ
　　３０ｇ
　　３０ｇ

オーム フレッシュ・マスカルポーネ
グラニュー糖
全卵
加糖卵黄
オーム ピュア３５
アーモンドプードル
薄力粉
キルシュ

［クラフティー・オ・マスカルポーネ］

※通常通り仕込み、
    生地を冷蔵庫で休ませておく。

※全て混ぜ合わせる。

①パッションピューレ、水、グラニュー糖を鍋に入れ沸かす。
②①に氷水でふやかしておいた板ゼラチンを加える。氷水にあてて冷ます。
③②に立てたピュア３５、コアントローを加える。
④ＯＰＰシートを天板に貼り、セルクルを並べてムースを流し入れ、冷凍庫で冷やし固める。

５５０ｇ
　１２０ｇ
　１２０ｇ
　　２０ｇ
　８００ｇ
　　５５ｇ

パッションピューレ
水
グラニュー糖
板ゼラチン
オーム ピュア３５
コアントロー

［ムース・オ・パッション］　１５cmセルクル  ８台分

①タルト型にパート・シュクレを敷き込み、薄く色が付く程度に空焼きしておく。
②①を冷まし、粗く刻んだグリオットを散りばめる。
③②にクラフティー生地を流し込み、上下１８０℃のオーブンで約３５分焼く。
④冷ましたクラフティーの上に、ホイップした生クリームを薄く渦巻き上に絞る（ムース・パッショ 
　ンとの接着用）。
⑤凍結したムース・パッションの表面をマンゴーとフランボワーズのグラサージュでマーブル状
　にし、セルクルから外し、④の上に乗せる。
⑥ホイップクリームやパッションフルーツ等で飾り付ける。

適量
適量
適量
適量

グリオットのキルシュ漬け
グラサージュヌートル（マンゴーピューレ、フランボワーズピューレを加える）
ホイップクリーム
パッションフルーツ等

［組立・仕上げ］

パート・シュクレ
グリオット

生クリーム

グラサージュ

クラフティー・オ・
マスカルポーネ

ムース・オ・パッション
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［Sicilien］

［Bianco］

イタリアンカラーの赤、白、緑を、全てイタリアの食材で組み立てました。
マスカルポーネ、ピスタチオ、ブラッドオレンジの
ハーモニーを感じる一品です。

シシリアン

７２０ｇ
２９０ｇ
１２５ｇ
１００ｇ
１８０ｇ
２７０ｇ

全卵
グラニュー糖
パート・ダマンド
パート・ド・ピスターシュ
バター
薄力粉

【配　合】48×33cm高さ5cmカードル  １台分（5.3cm角54個分）
［ジェノワーズ・ダマンド・ピスターシュ］６取り天板２枚分

①ブラッドオレンジジュース、水、グラニュー糖を鍋で沸かし、ふやかしておいた板
　ゼラチンを加え、漉す。
②氷水にあてて冷やし、冷めたらコアントローを加える。

①全卵とグラニュー糖を湯煎で熱を付けながら泡立てる。
②パート・ダマンドを細かくちぎりながら①に入れ、さらに立てる。
③②にパート・ド・ピスターシュを加える。
④薄力粉、バターを③に入れ、さっくりと混ぜ合わせる。
⑤天板に流し入れ、上下１９０℃のオーブンで約２０分焼く。

７５０ｇ
８０ｇ
１１０ｇ
２６ｇ
４０ｇ

ブラッドオレンジジュース
水
グラニュー糖
板ゼラチン
コアントロー

［ジュレ・オランジュ・サンギーヌ］

３２０ｇ
１２０ｇ
８５ｇ
600ｇ
520ｇ
１８ｇ
５０ｇ
４５ｇ

加糖卵黄
グラニュー糖
牛乳
オーム フレッシュ・マスカルポーネ
オーム ピュア３５
板ゼラチン
牛乳
コアントロー

［クレーム・マスカルポーネ］

①卵黄とグラニュー糖をすり混ぜ、沸かした牛乳を加え、パータボンブを作る。
②①にマスカルポーネ、６分立てにしたピュア３５を加える。
③②に牛乳と板ゼラチンを溶かしたものを入れ、コアントローも加える。

①ＯＰＰシートを天板に貼り、カードルを置き、クレーム・マスカルポーネを流す。
②１枚目のジェノワーズ・ダマンド・ピスターシュを①の上に重ねる。
③ゼリー状になったジュレ・オランジュ・サンギーヌを②の上に流し、均等にのばす。
④２枚目のジェノワーズ・ダマンド・ピスターシュを③の上に重ね、冷凍庫で冷やし固める。
⑤ＯＰＰシートをはがし、表面にグラサージュヌートルにバジルを入れたものを塗り、型から外す。 
　5.3cm角にカットし、フルーツ等で飾り付ける。

適量
適量
適量

グラサージュヌートル
バジル
ブラッドオレンジ、ブルーベリー等

［組立・仕上げ］

マスカルポーネ＝ティラミスのイメージから、
同じような素材で全く違った感覚のムース仕立てにしてみました。
メレンゲと合わせた軽いマスカルポーネのムースの中に苦味のきいた
コーヒーのブリュレを入れ、底のダコワーズ生地には刻んだ
コーヒー豆を加え、歯ごたえと香りを加えました。

ビアンコ

６５０ｇ
８０ｇ
１５ｇ
８０ｇ
７２０ｇ
１００ｇ
８０ｇ
３０ｇ

オーム フレッシュ・マスカルポーネ
グラニュー糖
板ゼラチン
牛乳
オーム ピュア３５
卵白
グラニュー糖
アマレット

【配　合】　60mm×35mmセルクル  48個分
［ムース・オ・マスカルポーネ］

①卵白とグラニュー糖でメレンゲを立てる。
②①にアーモンドプードル、コーンスターチを加え、軽く合わせる。
③②にトラブリ、細かく砕いたコーヒー豆を加える。
④シリコンマットの上にφ50mm程度の円形に絞り、上下２００℃のオーブンで約１０分焼く。

①マスカルポーネとグラニュー糖を擦り混ぜる。
②あらかじめ氷水でふやかしておいた板ゼ
　ラチンを牛乳と一緒に溶かす。
③①に②を加え、６分立てにしたピュア３５、
　メレンゲを加え、最後にアマレットを加え
　混ぜる。

１８０ｇ
１５０ｇ
１５０ｇ
２０ｇ
１０ｇ
１０ｇ

卵白
グラニュー糖
アーモンドプードル
コーンスターチ
トラブリ
コーヒー豆（フレンチロースト）

［ダッコワーズ・カフェ］

１３０ｇ
４０ｇ
６００ｇ
１２ｇ
１８ｇ

加糖卵黄
グラニュー糖
オーム ピュア３５
板ゼラチン
インスタントコーヒー

［クレーム・ブリュレ・カフェ］　30mmのフレキシパン48個分

①卵黄とグラニュー糖をすりあわせたものに、沸かしたピュア35を加える。
②①に氷水でふやかしておいた板ゼラチンとインスタントコーヒーを入れ、漉す。
③氷水にあてて冷まし、フレキシパンに流し入れ、冷凍する。

①ＯＰＰシートを天板に貼りセルクルを並べ、ムース・オ・マスカルポーネを半分ほど絞る。
②①にクレーム・ブリュレ・カフェを埋め込む。さらにムース・オ・マスカルポーネを絞り、ダッコワ
ーズ・　カフェでフタをし、冷やし固める。
③表面をグラサージュヌートルと、これをトラブリで着色したものでマーブル模様にする。
④セルクルから外し､ホワイトチョコ､飴の飾り､コーヒー豆入りのヌガーなどで仕上げる。

適量
適量
適量

グラサージュヌートル
トラブリ
ホワイトチョコレート、飴の飾り、コーヒー豆入りヌガー

［組立・仕上げ］

クレーム・マスカルポーネ

バジル入りグラサージュ

ブラッドオレンジ

ジェノワーズ・ダマンド・ピスターシュ

ジュレ・オランジュ・サンギーヌ

ダッコワーズカフェ クレーム・
ブリュレ・カフェ

ムース・オ・マスカルポーネ

グラサージュ
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【OMU実験室】

バターの科学
　生乳（原料乳）から作られるバター。豊
かな香り、まろやかな風味、天然の旨みを
そのまま封じ込めたバターは、本格的なパ
ンやケーキ作りには欠かせない乳製品の
内の一つです。そんなバターの特性を知
ることによって、よりいっそう、本格的なお
菓子作りに役立たせることができます。
　そこで数回にわたり、この「バター」に
ついて取り上げてゆきたいと思います。今
回はまず、バターと澄ましバターについて
まとめてみます。

5
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レープなどを焼くとき、必要以上に焼き色を付けたくない場合
には、普通のバターの代わりに、よく澄ましバターが使われます。

では、なぜ澄ましバターを使うと焼き色が付きにくいのでしょう。
　そもそもバターは、牛乳や生クリームを激しく撹拌して、その中に
含まれている乳脂肪を凝集させたもので（図1.）、規格としては（表
1.）のように定められています。ですから、一見純粋な乳脂肪の塊
のように見えて、実は、脂肪球が凝集するときに巻き込まれた約15
％の水分が細かい水滴の状態で分散していて、その中にはタンパ
ク質や糖質がかなり溶け込んでいるのです。このバターを静かに加

熱して溶かすと、「水溶成分」と「乳脂肪分」とが徐々に分離して、
全部で三つの層に分かれます（図2.）一番上の層は軽い気泡等を
含む成分が液体の表面に浮かび上がったものです。一番下の白
い層は、タンパク質や乳糖を含む水溶成分が沈んだもので、成分的
には脱脂乳とほぼ同じものです。そしてこれらの間の黄色く澄んだ
層が、非常に純度の高い乳脂肪分の層で一般に「澄ましバター」と
呼ばれています。この澄ましバターには焦げ色のもとになるタンパク
質や糖質がほとんど含まれていません。ですから、加熱してもあまり
焼き色がつきません。

ク



図1.バター粒の形成過程 図2.溶かしバター

図4.水容成分の加熱変化

牛乳には約3.8％の乳脂肪が含まれていますが、こ
の乳脂肪が、ほとんど水分である牛乳の中に、分
離せずにうまく溶け込んでいるのは、乳脂肪が「乳
化作用」をもつ薄い被膜におおわれて、細かい粒
子（脂肪球）になっているからです。

牛乳を遠心分離機にかけると乳脂肪と脱脂乳に
分離します。この乳脂肪が生クリームです。この段
階での生クリームの乳脂肪分は30～40％になりま

生クリームを激しく撹拌すると脂肪球同士が激しく
衝突して、そのショックで脂肪球膜が壊れ始めます。
さらに撹拌を続けると、壊れた脂肪球同士が次 と々
凝集します。

凝集した脂肪球は最終的には、液体から完全に
分離してしまいます。この塊を「バター粒」といい
ます。この「バター粒」の中には脂肪球が凝集す
るときに巻き込まれた「バターミルク」が細かい水
滴の状態で分散しており、工場では、この後仕上
げの加工を行いますが、いずれにしてもバターの
中には15％程度の水分が細かい水滴となって残
ります（表2）。そしてこの中に溶けているタンパク
質や糖質が、バターの持つ独特な旨みの重要な
要素の一つとなっています。

（A）牛乳

（B）生クリーム

遠心

振動

（C）脂肪球の凝集

振動

（D）バター粒

気泡を含む成分

乳脂肪（澄ましバター）

水溶成分

加熱後加熱前

図3.澄ましバターの加熱変化

表1.バターの成分規格

表2.牛乳とバターの成分

加熱後加熱前

加熱

加熱

種　類

牛　乳 67 87.4 3.8 3.3 4.8 110

763 15.8 83.0 0.5 0.2 14無塩バター

エネルギー
kcal

水　分
ｇ

脂　質
ｇ

タンパク質
ｇ

炭水化物
ｇ

カルシウム
mg

100g
当り

大腸菌群

［乳等省令］

［5訂食品成分表より］

※参考資料：お菓子「こつ」の科学　河田昌子著（柴田書店）

水　分乳脂肪分

バター 陰　性17.0％以下80.0％以上
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　では、実際に澄ましバターの部分と水溶成分の部分をそれぞれ
試験管に取り分け、ガスバーナーで加熱してみました。（図3.）は澄
ましバターを加熱したときの状態の変化です。加熱始めて1分～1
分30秒程度で澄ましバターの中に微量に残っていた水溶成分が焦
げ、若干変色したものの、この後加熱を続けても澄んでおり、これ以
上の状態の変化はおこりませんでした。次に（図4．）は水溶成分を
加熱した時の状態です。加熱始めてすぐ、激しく沸騰し始め、1分
30秒くらいからバチバチと音をたてて焦げ始め、2分くらいでほぼま
っ黒に焦げてしまいました。よって、バターが焦げるのは、バターに溶
け込んだ水溶成分が原因だったのです。
　但しこのようにして一旦溶かしてしまったバターは、油脂の「結晶型」
が変わっていて、バター本来のいろんな「特性」を失っている状態です。
ですから、そのまま冷やし固めてももとのバターには戻りません。このバ
ターの結晶性や特性については、次号で取り上げたいと思います。

このコーナーへのご意見ご質問をお待ちしています。担当営業マン、もしくは編集局までお気軽にどうぞ。

脂肪球

バター粒

凝集した脂肪球

バターミルク



これまでの製造経験を、これからの営業活動に生かして頑張ります。

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。

山崎 誠（27歳）
東京営業所

　私はオーム乳業入社１０年目です。その大部分を九州本社の工場にて製造
部に所属し、クリーム部門4年、乳飲料部門２年、チーズ（副素材）部門２年と各
部門を経験してきました。そして昨年２月より営業部に配属され、東京営業所勤
務となりました。
　今、取り組んでいることは、ご利用いただいているお客様の目線で、幅広くご
相談に応じていけるようになることです。これまでの製造経験を最大限に生かし
てこれからの営業活動を頑張っていきたいと思います。
　プライベートでは、スポーツが好きで昔からサッカーをやっています。そして野球
やソフトボール、冬季ではスノーボードもしたりします。休日は気分によってアウトドア、
インドアの遊びを使い分けています。
今後ともよろしくご指導の程、お願いいたします。

やまさき　 まこと

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
〒182-0024  東京都調布市布田2-35-1　石原ビル2F
TEL 0424（89）8631（代）　FAX 0424（89）8632

2002年7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

Eメールでのご意見・ご質問もお待ちしております。
【Home Page】http://www.omubrand.co.jp　【E-Mail】admin@omubrand.co.jp

問屋さん紹介 日頃よりオーム乳業との関わりの深い
みなさんを紹介していきます。

今回は、佐賀、福岡、長崎地域で当社の
生クリーム等を販売してくださっている、
株式会社オガワの亀井さんをご紹介します。

　私達（株）オガワは、製菓・製パン卸売業者とし
て、佐賀、福岡、長崎と三県にわたって営業展開
しており、来年創業百周年を迎えようとしておりま
す。
　社長は日頃より「真の営業マンになれ」と常々
言っております。その言葉をいつも念頭において
「お客様のニーズにあった商品の提供と、よりよ
いお店作りのアドバイザーになる」という経営方

針のもとに、社員一丸となり業務を行っております。
　私も入社１７年目に入り、現在は佐賀市内地
区の洋菓子店、和菓子店、パン店様へ、原材料
および包装資材を販売しております。オーム乳
業さんとは、１２年程前からのお付き合いとなります。
現在、生クリーム、大蛇山牛乳をはじめ、カスタード、
マスカルポーネ、サワークリームなど優れた商品に
よって、私達も自信を持って販売できることが、有
り難くてなりません。これも一重に、オーム乳業さ
んが、お客様第一主義を念頭に置かれ、一つ一
つの商品開発に努力されている結果の表れだ
と思っております。
　これからも、私達が販売していく商品を大切に
扱って、お客様に満足していただけるような販売
活動を行っていきたいと思っております。

亀井 政治
株式会社 オガワ
 （佐賀県佐賀市）

かめい　まさはる


