
おいしくて楽しくて、種類もたくさん。しかも安全！
子どもたちが大好きなカジュアルなお菓子は、
包装から食感まで、とても凝った作り。
ふだん何気なく食べているけれど、
日本ならではのこだわりと工夫が凝縮されているのです。

ニッポンのお菓子って
いいね！

じつは海外でも大人気なんです

What fun!

僕にも
ちょうだい !

好吃！ もっと
食べていい？

私は
これが
大好き

Splendide!
（すてき）

（おもしろい）

（おいしいね）

ね、すごいでしょう！

What amazing Japanese sweets are!!

撮影／大崎 聡　取材・文／大津恭子　
モデル／レイナ・プジョー、マイケル・オサガイ、圷かみの（以上３名 JUNES）、
もあ、はるき、なつき、ゆな
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　フランスからオランダへ向かう列車
の中で『きのこの山』を食べていたとき、
その出来事は起きた。ふと視線を感じ、
目が合った子どもに「どうぞ」と差し
出すと、「ありがとう」と手を伸ばした
のは、横にいたお母さん。「まあ、き
のこ！」「小っちゃいのに、よくでき
てるわね」と、親子で歌まで歌い出した。
なんだろう、お菓子ひとつで生まれる
この幸せな情景は……。それが日本の
お菓子の偉大さを知るきっかけだった。
　和菓子の美しさ、繊細さがクローズ
アップされることは多いが、スナック
菓子も、和菓子に負けず劣らず素晴ら
しい。我々日本人が「お子様用」とみ
なしている多くのお菓子は、 じつは驚
くほど “ 凝って ” 作られている。
　その特徴のひとつが『きのこの山』
のように実物に形を似せて楽しさを付
加している点だ。クラッカーやチョコ
レートは和菓子の素材と違い、色形を
七変化させるのは難しい。しかし、自

然や季節感を大切にする心は和菓子
同様、自然素材をモチーフにしたお菓
子が開発され、愛されてきた。『きの
この山』『たけのこの里』（明治）、『小枝』

『おっとっと』（森永製菓）は、その代
表作である。
　しかし、そこに至るには、やはり乗
り越えなければならない壁は多かった
ようだ。たとえば『きのこの山』は、
５年ほどの歳月をかけ、何百回という
試作が重ねられた。しかも、発売され
た 1975 年当時はまだ板チョコやチョ
コバーが全盛期だったうえに、斬新な
ネーミングも、奇妙なものとして受け
取られてしまった。しかし、いつしか “ フ
ァンシーチョコスナック ” という、新
しい分野を確立したのである。
　今日では、メーカーサイト上にキャ
ラクタライズされた「きの山さん」「た
け里ブラザーズ」まで存在する。お菓
子からキャラクターが生まれることも、
日本ならではだ。

●きのこの山　●明治
http://www.meiji.co.jp/sweets/
chocolate/kinotake/

●たけのこの里●明治
http://www.meiji.co.jp/sweets/
chocolate/kinotake/

●おっとっと●森永製菓
http://www.morinaga.co.jp/
ototo/

●小枝●森永製菓
http://www.morinaga.co.jp/
koeda/index.html

食べるのが
もったいない
ほど愛らしい

『おっとっと』を開けたら「し
あわせのフグ」を発見！　フ
グの数はとても少なく、見つ
けた人にはラッキーが訪れる
らしい。

なんと『きのこの山』の前
身は『アポロ』だそうだ。
そういえば、なんとなく
面影があるような…。

カタチがおもしろい！
本物そっくり！　どうしてこんなにかわいいの？

POINT

左ページで紹介した商品

不思議
だなあ
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The sweets of Japan is terrible!!!!!02

　お菓子の包装の丁寧さは頭抜けてい
る。きれいな外袋はもちろん、開ける
とさらに小分け包装されていることが
多い。その小分け袋（個装）の両面に、
さらにきめ細やかな印刷が施されてい
るのも、じつに日本的だ。
　個装されていれば、食べ切れなかっ
た分が傷まないし、１つだけバッグに
入れて持ち運ぶこともできる。また、
お客様に気軽に持ち帰ってもらうこと
もできる。最近は過剰だとの声も聞か
れるが、ここには日本人の衛生観、さ
らには食に対する安全志向が強く働い
ている。
　たとえば個装された『カントリーマ
アム』をギュッと握っても、簡単に破
れたり穴が開いたりしない。包材自体
に厚みがあり、しかも丈夫な素材を採
用しているのだ。さらに「水に沈めても、
空気が漏れてくることが絶対ないよう、
品質管理している」（不二家広報）とい
う。それなのに、いざ開封しようとす
ると、事もなげにすっと開けられる。
これはミラクルというしかない。
　右ページの写真にある『カントリー
マアム』『ポップキャンディ』『ミルキー』
は、すべて不二家の人気商品である。
この 3 商品が個装されているのは共通
しているが、包材の組み合わせはそれ

ぞれ違う。これには深い意味がある。
　脂質を多く含むお菓子は、じつは光
と酸素が大敵。光や酸化による変色・
変質などの品質劣化を防ぐため、遮光
性が高く、酸化防止機能が高い包材で
包装することが定石である。このため、
脂質が多いクッキー『カントリーマアム』
はアルミ蒸着包材を使用、『ミルキー』
はアルミ蒸着の外袋＋紙の個装、『ポ
ップキャンディ』に至ってはともに透
明の包材でも安全だということだ。
　当然ながら、これらの包材に印刷・
加工する技術もまた特殊になる。品質
管理のために、お菓子そのものだけで
なく、包材や印刷技術についても常に
情報を集め、工夫を凝らしている。さ
らにその一方で、「包装で遊ぶことは
多いですよ」（前出・不二家広報）との
情報が。
『ミルキー』は 10 袋に１個の割合で、

「ハッピークローバー」が印刷されたも
のが入っている。これは、包装紙印刷
の際、何千個かに１個の割合で、四つ
葉のクローバーを印刷しているから。
見つけた人は幸せな気分になるに違い
ない。なるほど楽しいアイデアだ。

■右ページで紹介した商品すべて
不二家　http://www.fujiya-peko.co.jp/

偶然開けた『ミルキー』の
中に四つ葉のクローバー
を発見！　三つ葉の上に
は「Milky」と書かれてい
る が、 四 つ 葉 の 上 に は

「Happy」の文字が印刷さ
れている。…幸せの予感。

小分け包装がキレイ！
開けたらまた包み紙があるって不思議

知らな
 かった！！

POINT

キレイな
だけでなく、
包装技術が高い

小分けされた袋にも、両
面に丁寧な印刷が施され
ている。

個装の工夫もいろいろ

表を見ると

裏返すと

©FUJIYA CO.,LTD09 10



03

　すでにお気づきと思うが、日本のお
菓子箱には、ミシン目の入ったものが
多い。つまみを持てば、ミシン目に沿
ってピリピリと開けられる。とても簡
単で、他の面を破ることもない。なので、
子どもでも上手に開けられる。しかも、
つい忘れがちだが、ほとんどの箱は、
開けたら「閉め」られる。お菓子箱で
あろうと、開けっ放しにしない。わず
か 100 円足らずの小さな箱に、開け
る楽しみ・閉めるたしなみの両方が秘
められているのも日本ならではだろう。
　そして、開け方の楽しさ、バラエテ

ィの豊かさにも目を見張るものがある。
数え上げたらきりがないが、ほんの一
例として、上に４つ上げてみた。いず
れもロングラン商品だ。
　左から、『ポッキー』の最新版は、１
アクションでパッと箱の蓋が開くよう
になっている。その切り口もまた、美
しいカーブを描いていて、中の商品を
取り出しやすくしている。
『チョコボール』もまた、キョロちゃ
ん （パッケージに描かれた鳥のキャラ
クター）のくちばしからコロコロとチ
ョコボールが出てくるおなじみの形態。

開いた口は、1 プッシュで閉じる。子
どもたちは、くちばしを開いてはチョ
コボールを頬張り、またくちばしを閉
じ…を繰り返す。
『ガルボ』は開封前と後で箱の形が変
わる。胴体の首部分をひとまわり細く
することで、蓋をすんなり閉められる
ようになる。蓋を閉めると、ちょっと
ずんぐりとした形になるのも愛らしい。
『きのこの山』は、ミシン目に沿って
手前から奥へ向かって開けると、それ
自体が蓋になるという、画期的なもの。
また閉め口も切れ目をうまく合わせる

ことで、自然に蓋が開いてしまうのを
防ぐことができる。実に細やかなアイ
デアだ。
　その他、多くの一粒チョコレートは、
箱の中で整然と紙のトレーに載ってい
る。そのトレーにチョコレートがくっ
ついてしまうなんてことはなく、トレ
ーの上でチョコレート同士がぶつかり
あってひどい形に……なんてこともない。
　このように、高いパッケージ技術に
支えられ、楽しく、かつさり気なく品
質管理ができている。たかがお菓子箱
と侮れないのだ。

■本ページで紹介した商品
●ポッキー／江崎グリコ
http://www.glico.co.jp/

●チョコボール／森永製菓
http://www.morinaga.co.jp/

●ガルボ／明治
●きのこの山／明治
http://www.meiji.co.jp/

チョコレートにはトレーが入っていることが多い。
粒チョコレートのカタチもキレイに整っている。

横に斜めの谷折り線があり、
開け口をすぼめることが可能。
蓋が閉めやすくなる。

パッケージが開けやすい！
パッて開けられて、再び閉まる不思議なケース

開けるだけでも
楽しいなんて！

開け口が
キレイで商品が
取り出しやすい

ふたを閉
めてもかわいい

フォルム

くちばしから
チョコが
コロコロ

「開けたら
閉める」は
当たり前

フックがあるから、
閉じたふたが持ち
上がらない。

POINT
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02

おもちゃがついてくる！
お菓子を食べたあとも、楽しいんだよ

04

　おもちゃ付きのお菓子と聞いて、日
本人の誰もが思い浮かべるのが『グ
リコ』だろう。親子３代に渡って『グ
リコ』を食べてきた――いや、グリコ
のおもちゃで遊んできた――家族も少
なくないはずだ。
 『グリコ』が誕生したのは1922年（大
正11年）。子どもたちの健康づくりに
役立てたいと、栄養素であるグリコー
ゲンをキャラメルに入れ、食べやすく
開発されたのが『グリコ』。当時すでに、
商品に絵カードを封入していた。昭
和に入り（1927 年～）、紙工品や市販
の豆玩具を封入したのがおもちゃの
始まりだ。
　一時戦時下において生産中止とな
ったこともあったが、1947（昭和22
年）年に生産を再開、世が物資不足の
ため、教材となるクレヨンや消しゴム、
チョークなどを入れ、喜ばれたという。
　1929年（昭和４年）には本体とは別
の “ おもちゃ小箱 ” ができた。お菓子

の箱とおもちゃ小箱２つで１つの商品
という珍しいお菓子の形態は、現在に
引き継がれている。
　一方、おもちゃ小箱の中身は、男女
別にしたり、人形や乗り物、伝承おも
ちゃ、アニメキャラクター、ミニ絵本
……と、時代とともに趣向を変え、内
容を変え、変化し続けている。
　現在発売中の最新商品『アソビグ
リコ』は木のおもちゃシリーズ。手触
りは優しく、ぬくもりが伝わる「木」
という素材が郷愁を呼び、大人にも大
人気。しかも、ミニサイズとはいえと
ても精巧にできており、実際に遊ぶこ
とができる。子どもや孫に買い与える
両親や祖父母が多いというのも頷ける。
さすが老舗メーカーは、支持層の厚み
が違う。
　次ページをご覧いただきたい。お菓
子の付属についてくるとは思えないほ
どの豪華なおもちゃである。写真上『な
かよしベーカリー』は 1 個 399 円。８

種類の箱があり、すべてをそろえると
写真のようなお店屋さんが完成する。
本シリーズのキャラクターが “ ハロー
キティ ” というだけあって、キティラ
ーにはたまらない商品だ。
　箱の中には、質感もリアルなパンや
ケーキなどがぎっしり詰まっている。
なかには「焼き上がりは 30 分後」とい
う製造途中のパンあり、レジスターや
その中に入れるお札あり…で、小ワザ
の効いた演出も心憎い。女児の心を鷲
掴みにすること請け合いだ。
　写真下『超変換 !! もじバケる２』のお
もちゃは、本格的な変換が楽しめる玩
具菓子。漢字の形をしたおもちゃをい
じっていくと、その漢字が表す動物へ
と変身を遂げてしまいびっくり。圧倒
的な迫力を生み出す理由は、販売元が
おもちゃメーカーだからだ。
　キャラクターグッズ販売で日本を代
表する大手おもちゃメーカー・バンダ
イのキャンディ事業部では、日夜おも
ちゃ付きお菓子を考案している。
「もともと、合体・変形といったギミ
ックおもちゃの製造ノウハウはありま
すので、お菓子のおもちゃには、そこ
に驚きや楽しさを加えることで、お子
さんに楽しんでもらいたいと思ってい
ます」（バンダイ広報）
「オオカミバケる」「ウシバケる」「カ
メバケる」など全 6 種類、各４色。こ
れで 105 円とは、コストパフォーマン
スの高さに驚くばかりだ。

漢字完成品 1 個、ソ
ーダ味のガム 1 個入
り。全6種類。メタリ
ックシールバージョン
もあり、この完成度
はかなり高い。

●アソビグリコ
●江崎グリコ
http://www.ezaki-
glico.net/
asobiglico/index.html

＊ショーケースは別売りです。
©'76,'79,'85,'88,'96,'01,'10　SANRIO CO.,LTD.　APPROVAL  No.G510593
©2010 RE-MENT

憧れの
ベーカリー
ショップが

できちゃう！

漢字が
立体的な
生き物に

変換する！ 

● HELLO KITTY　
　 「なかよし ベーカリー」全8種類
●リーメント
　 http://www.re-ment.co.jp/

POINT

大人も
夢中になる、
精巧なおもちゃ

●超変換 !!
もじバケる２
●バンダイ
http://www.bandai.
co.jp/candy/

「ヘビさんのわなげ」「つみきあそび」「ねずみのカスタネット」など、楽し
く遊べる木のおもちゃが全 10 種類。たくさん集めて組み合わせて楽しめる。
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地方限定品がある！

05

地方限定品がある！
知らない味に出会えるから、おみやげにぴったり

　「限定版」という言葉に弱い日本人。
お菓子の世界もご多分に漏れず、多く
の製菓メーカーでは、地方限定、季節
限定のお菓子を取りそろえ、日本人の
あくなき限定版追求の欲望を満たして
いる。
　それに加えて、独特の「おみやげ」
文化がある。日本人の多くは旅行先で、
家族へ、会社の同僚へ、友人へ、とき
には自分のために、なにかしらおみや
げを購入する。その際、手軽で持ち帰
りやすく、みんなに喜んでもらえるも
のとして、お菓子は最適だ。しかも、
おなじみのお菓子の「限定版」であれ
ば、より珍しがってもらえるだろう。

　本ページで紹介したのは、おそらく
何千とある限定版お菓子のほんの一部。
地方版お菓子の味には一定の傾向があ
る。北海道は夕張メロン味やチーズ味、
東北では山形のさくらんぼ味、信州
のぶどう味＆りんご味、関西のお好
みソース味、九州の明太子味、紫い
も味、沖縄のトロピカルフルーツ系の
味、黒糖味。いずれもその地方を代表
する味で、しかもお菓子にマッチしや
すいものに限られている。
　空港や駅、または百貨店などのおみ
やげコーナーに行けば、まだまだ知ら
ない珍しい味付けのお菓子に出会える
から、ぜひ探索を。

●ジャイアントポッキー
　夕張メロン／
　江崎グリコ

北海道

●ハイチュウ
さくらんぼ／
森永製菓
●ジャイアント
プリッツ 牛タン／
江崎グリコ

東北

●カントリーマアム
　（とちおとめ）／不二家

関東

●ハイソフト 黒糖／森永製菓
●パックンチョ パイナップル味
／森永製菓

沖縄
●かっぱえびせん どろソース味／
　カルビー
●ポテトチップス 関西だしじょうゆ／
カルビー

関西

●ポンジュースコロン／
江崎グリコ

四国

●カントリーマアム （九州紫いも）
／不二家
●じゃがりこ 明太子味
／カルビー

九州

地方ならではの
珍しい味を
発見

＊ 2011年３月 1 日現在のものです。
季節や状況などにより商品は変わる場合があります。

POINT

●ちっちゃなプリッツ
 野沢菜／江崎グリコ
●パックンチョ
ブルーベリー味

（長野県内のみ）／
森永製菓

中部
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　インドネシアに出張の多い知人曰く、
ブルボン『ルマンド』を手みやげにす
ると喜ばれるという。味わいもさるこ
とながら、サクサクとした軽い食感が
珍しいらしく、「次に来る時も買って
きて」と頼まれるのだそうだ。
　また、中国の高級デパートなどで扱
われている不二家『ホームパイ』は、
金の缶に 82 枚入りと内容量も日本の
ものとは異なる。「２つとない家」と書
く社名「不二家」は縁起がいいと受け
取られ、結婚式の引き出物として大人
気なのだそうだ。
　同じく中国において、UHA 味覚糖
はプレミアムショップを展開している。
ここで扱われているチョコレートもまた、
高級品として人気を博している。
　世界中で人気が高いのが、森永製菓
の『ハイチュウ』だ。森永製菓はアジ
アのみならず、洋菓子の本場である欧
米においても味や品質、柔らかさに独
自の価値があると考え、海外展開の中
心戦略商品と位置付けているという。
たしかに、ヨーグルト味が基調のフル
ーツキャンディ、しかも噛み心地がソ
フトで自然に溶ける……という不思議
な食感は、かなりオリジナリティがある。
味も工夫され、コーラ味やプリン味な
ど日本では見かけない商品も作られて

いるようだ。
　このように、日本のお菓子はそのま
ま受け入れられるものもあるが、国外
向けに新開発されたりアレンジされる
ことも多い。
　では国外では、どのような味が好ま
れるのだろうか。
　海外に進出して久しいスナック菓子
の国内最大手メーカー・カルビーは、
国外でのスナック菓子における味の好
まれ方について、詳しく分析している。
それによると、アメリカではバーベキ
ュー味、サワークリーム＆オニオン味、
チェダーチーズ味が人気の定番。シン
ガポールでは辛い味付けが好まれ、ホ
ット＆スパイシー味が人気だという。
意外なのは、韓国では辛い味の売り上
げはさほど高くなく、日本同様に塩味
が一番人気だということ。次いで甘い
味や甘辛い味が人気の模様。タイも辛
い味ではなく、うすい塩味が好まれる
のだそうだ。
　一方、香港、中国・広東省では強い
塩味は苦手だが、濃い味が好まれてい
るという。
　ところ変われば品変わる。海外で日
本のお菓子の現地版を見かけたら、ぜ
ひ食べてみよう。意外な味にやみつき
になるかもしれない。

　日本のお菓子の人気の秘密、素晴ら
しさ、ご理解いただけただろうか。
　じつは本特集で紹介してきたお菓子
はすべて100円前後か、高くても 300
円台。おいしくて、楽しくて、安全なお
菓子が、この低価格でいつでも食べら
れるのはとても幸せだ。
　多くの製菓メーカーでは、これらお
菓子作りの工程を一般公開している。
お菓子や包装ができあがるまでの工程
を見れば、思わぬ発見があるかもしれ

ない。今まで以上にお菓子への愛着も
増すだろう。
　ただし、いずれも事前申し込みが必
要だ。見学会は土日のみ、あるいは春
休みや夏休みなど開催日時を限定して
いることも多く、時期によっては申し
込みが殺到することもあるため、早め
にチェックしておきたい。
　休日を利用して、家族で訪れてみて
はいかがだろうか。甘い思い出として、
子どもたちの記憶に残るに違いない。

中国の高級デパートなど
で売られている不二家の『ホ
ームパイ』。金色の缶に入
って、なんと 82 枚入り。
贈答用として人気がある。

香港で愛されている『ポ
テトチップス エスニカン』。
香港ではポテトチップス
は濃い味が好まれるそうだ。

アメリカで人気の森永『ハ
イチュウ ストロベリー味』
と、上海で人気の『ハイ
チュウ グレープ味』。

海を渡れば人気も変わる！
日本人には知られていない、意外な人気商品

POINT

工場見学ができる！
申し込んで、出かけよう

POINT

見学ができる工場（一例）

●関東工場（ミルクチョコレート、カール）
●東海工場（ミルクチョコレート、カール）
●大阪工場（きのこの山・カール）
詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.meiji.co.jp/corp/group/ja_office/

＊申し込み方法は、メーカーや工場によってそれぞれ異なります。
＊必ず事前に確認をして、事前申し込みが必要な場合は、各自申し込んでください。

＊都合により、
   しばらく見学を停止中

明治

●グリコピア神戸
http://www.glico.co.jp/glicopia_kobe/guide.htm

江崎グリコ

●千歳工場（ポテトチップス製造工程）
●オイシア清原工場（シリアル、スナックの包装工程）
●広島工場（かっぱえびせん、スナック製造工程）
http://www.calbee.co.jp/soudanshitsu/factory/index.php

カルビー

あなたの
国では
何味が人気？

楽しそう
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