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住宅購入を考えているあなた！ 家を建てる際に押さえておくべきことってご存知ですか。
実は、自分の住まいに満足している方は歳以上の方で割しかいないんです。
ここからも、家づくりって、ほんと難しいってことわかりますね。
こだわりのマイホーム、せっかくなら満足のいく家を建てたい！
そんなあなたのために、ここではおうちづくりに大切なポイントを紹介します。
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そうなの？ 意外な後悔ポイント
住居の３大不満要素は、バリアフリー、省エネルギー、耐震性に関することなんです。
ここでは住んでみるまで気づかなかった、後悔ポイントを紹介します。

省エネルギー

バリアフリー

省エネルギーの住宅は、環境にやさしいだけで
なく、お財布にも優しいんです。
電気代が上がってる！ これ実は断熱性の問
題だったりするんです。省エネルギーの住宅に
するためには、屋根・壁・窓などを断熱材にす
ることによって断熱性を高めたり、質のいい換
気設備をつけることが不可欠です。

実は、小さなお子さんにとって、家は危険でいっぱい！バリアフ
リーにしておくと、お子さんも安心です。もちろん実家のご両親
が遊びに来た時も、安心して迎えられます。間取りによってはリ
フォームしにくい場合もありますし、急な必要性が出てきた時の
ためにも、今のうちから考えておく必要があります。

耐震性
地震って怖いですよね。でも予算が優先され、おろそかになりがちな、耐震性。
実は耐震性に対する不満って結構多いんです。気づいたときにはもう遅かった、なんてことも。大切な家族を守るために
も、考えたいですよね。耐震性は、設計と作り方で変わります。地震による横からの力に対して抵抗している力は「壁の
量」とその壁の「配置のバランス」です。壁がしっかりしている住宅を建てましょう。
また、見落としがちですが、実は屋根も耐震面で重要なんです。最近では防災瓦など、ずれ落ちないような屋根も出て
きています。デザイン性も考えつつ、安全な暮らしも大事にしたいですね。

マイホームの4 $
4どんなタイプの家があるの？
洋風の家を建てたい！ 洋風といっても、南欧風、北欧風など、
いくつかの種類があります。屋根も洋
瓦にすると、より一層本格的に仕上が
ります。家の色も明るいものが多いた
め、印象も明るく開放的です。

スタイリッシュでシンプルなデザイン

シンプルな家に住みたい！ なので、飽きがきません。シンプルで、
余計な装飾がいらないため、ローコ
ストで設計できます。

和風の家に住みたい！
和風建築の住宅は、木材や瓦屋根といった自然の素材をいかして
作られています。最近では、そうした和の素材をつかい、現代風にデ
ザインした「和モダン」というジャンルがあります。自然と調和した落ち
着いた色合いが特徴で、モダンデザインの瓦屋根を敷くことで、高級
感のある外観になります。瓦は、断熱性、通気性、遮音性が高いた
め、機能面からみても、和風住宅を選ぶのなら、瓦屋根にすることを
お勧めします。
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4実際、費用はどのくらいかかるの？
$住宅費用は、①本体工事費（基礎や構造、造作など、建物本体にかかる費用）、②付帯工事費（造園や配管、
地盤整備などの主に外交設備にかかる費用）、おおきく２つにわけられます。
愛知県で土地付きの一戸建て購入にかかるのはおよそ万円
※年度フラット利用者調査による、万円 http://www.jhf.go.jp/about/research/H28.html

$耐久性を重視しましょう。強い家をつくるために、まずは土台が

重要です。家の土台となる基礎とは、住宅と地面の間にある、主にコ
ンクリートで住宅を支えている部分のことです。基礎には「布基礎」と
「ベタ基礎」があります。布基礎とは、住宅の重みや力のかかる部分を
コンクリートで支える基礎で、ベタ基礎とは、建物の底板一面を鉄筋
コンクリートで支える基礎のことです。

4長もちする家を建てるには
どうすればいいの？

布基礎

メリット
・ベタ基礎に比べコストが抑えられる
デメリット
・しっかりとした処理をしないと湿気が上がりやすい
・防湿の為に、基礎の間に入れるコンクリートには鉄筋が入っていな
いので、クラック（ヒビ）が入りやすく、シロアリの侵入の恐れがある

ベタ基礎

メリット
・面で分散して建物の荷重を逃がす為、不同沈下（液状化）に強い
・ベタ基礎そのもので、薬剤土壌処理と同等のシロアリ対策になる
（公庫にて）
・湿気が上がりにくく、管理がしやすい
・全てに鉄筋が入っており、クラック（ヒビ）が入りにくく、防湿・防蟻
対策になる
・法的にも布基礎よりも評価が高い
デメリット
・布基礎よりもコスト高になりやすい

コスト面では布基礎のほうが安く抑えられます
が、強度面ではベタ基礎のほうにメリットが多
いことが分かります。

$実は屋根も家を守るために重要なんです。日本でよく用いられるのは、この種類です。
スレート

金属屋根（ガルバリウム鋼板）
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瓦

それぞれの特性をまとめてみました。

4 屋根は軽いほうが、地震の時安心では？
$ 実は、重い方が丈夫な家になるんです。
種類の屋根材の軽い順番に並べてみると、スレート＜金属屋根＜瓦です。
ですが、重さによってそれぞれ耐震の設計は変わるため、耐震性の差はありません。
瓦は屋根素材の中で番重いので、丈夫な家ができないのでは？と思われがちです。しかし、瓦の重さに耐えられる
よう、柱や壁はしっかりとしたものが使われるため、より丈夫な家を建てることができます。

いかがでしたか？ 長く住み続けられる満足のいく家づくりには、外装、基礎の素材や屋根材選びが重要になってくるよ
うです。一生の家づくりで後悔しないように素敵なマイホームをつくりたいですね。

屋根材についてもっと詳しく→
愛知県陶器瓦工業組合パンフレット
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Durable Beauty
Japanese Kawara Roof Tiles
Japanese roof tiles have protected Japanese houses and temples for over 1400 years. While
similar kinds of tiles are used throughout Asia, Japan has developed a unique type of roof tile to
deal with the changing temperatures, high humidity, and frequent earthquakes of its natural
environment.

Quality Kawara
Japanese roof tiles are called kawara. Souka Industries has been producing quality kawara since
1948. Kawara come in various types and colors, but Souka primarily produces the beautiful silver
type of kawara known as “ibushi kawara.” These tiles have been fumigated, resulting in a silver
hue and a tile that is extremely durable. Souka manufactures high quality ibushi kawara to suit all
locations and situations, from temples and schools to private homes and decorative interiors.

J-Shape

Pure Ibushi Light

the original, standard ibushi gawara

12% lighter than standard ibushi gawara

Buer 40

Roofnear 50

a new stylish tile with a simple design

straight modern design

Ibushi Tile

for walls and floors

a house roofed with J-Shape kawara
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Superior Insulation
With global temperatures on the rise, effective insulation is now more important than ever to
protect houses from the heat. Kawara keep buildings significantly cooler than other roof
materials like slate, especially during the summer. Developed in one of the hottest parts of Japan,
these tiles are superbly heat-resistant and provide effective insulation for buildings. A
comparison of roof surface temperature for roofs tiled with ibushi kawara, black slate, and black
kawara shows that ibushi kawara are the coolest. A hotter roof means a hotter interior, so
choosing tiles that reflect heat rather than absorb it can have a significant effect on your airconditioning bill in the summer. In addition, kawara tiles are positioned to allow air to circulate,
further enhancing their heat-shielding effect. Kawara are also very resistant to changes in
temperature. In many Asian countries, it is not uncommon for the scorching summer sun to give
way to heavy showers in the evening. This sudden temperature difference causes cracks in many
roofing materials, but kawara are extremely strong and remain unaffected by these conditions. In
addition, kawara provide protection from noise, such as the sounds of rainfall and wind. Their
sound insulation is much higher than other materials like slate or metal. Souka’s ibushi kawara
protect houses from heat, temperature changes, and noise, making them the best choice for
comfortable living.

Ibushi gawara black slate black kawara

air current

black slate
black kawara
ibushi gawara

designed to allow air circulation

roof tile surface temperature comparison

Lasting Protection

Japan’s reputation for frequent earthquakes has led to the development of cutting-edge
earthquake-resistant building technology. Souka’s kawara have been designed to withstand the
violence of natural disasters. Each kawara has joints on its edges, which interlock with other
kawara. This design holds tiles firmly in place, preventing them from slipping out even in severe
earthquakes. Kawara-tiled roofs are designed to withstand earthquakes measuring as high as 9
on the Richter scale. That is as large as The Great East Japan Earthquake of 2011 and the 2004
Indian Ocean Earthquake.
Japan also suffers from multiple typhoons every year, and kawara play a vital role in protecting
of buildings from strong winds, with their ability to withstand winds of up to 46 meters per
second. Furthermore, kawara are noncombustible, and will not ignite even if sparks fall directly
on the roof. Kawara are the guardians of Japanese buildings, protecting the places where we live
and work from the harsh realities of the environment.

Contact Us

For more product information or inquiries

Email us at: info@souka.co.jp
Call: +81 0566 52 2215
Visit: http://www.souka.co.jp/
For more information about kawara please see
Facebook: Team Capala supported by Souka
Instagram: team_capala_souka_industries
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earthquake-resistance test video:
https://www.youtube.com/watch?
v=eVJ6yZkUR_I
Industries
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https://www.tokugawaen.aichi.jp

De la gare d’Ozone,
à pied 15 min.

Tokugawa-en

Takahama

Meitetsu Train

http://www.arimatsunomachi.com/#

Aux environs de la gare d'Arimatsu

La vue de la ville
d'Arimatsu

http://kawarasoba-pin.nagoya

De la station de Fushimi, à pied 5 min

Kawara soba PIN

Nagoya

La Carte d‘Aichi

C’est l’office du tourisme de la ville de Takahama. On
peut utiliser des bicyclette de location ici. En plus, on
peut acheter des souvenirs, par exemple, des bibelot
de tuile et des biscuit de Takahama qui ont la forme
de “kawara”.

ONI-House

Une promenade d’environ
4.5km déborde de tuiles
japonaise, kawara. On peut
trouver
des
temples
bouddhistes, des toits ,des rues
et des murs ,qui sont décorés
avec des tuiles diverses. Il y a la
plus grande Oni-Kawara du
Japon, qui a presque 4 mètres
de hauteur et le musée de la
tuile, un temple bouddhiste
avec des tuiles rares, une boîte
aux lettres recouverte de tuiles!
Venez et trouvez les tuiles
diverses.

Onimichi

Au Japon, il y a trois grands centres de
production;Sanshu,Awajishima et Sekishu.
La ville de Takahama en Aichi, elle se situe dans Le
Sanshu, et elle est une des villes historiques qui
produisent beaucoup de tuiles depuis longtemps.
Certains monuments de tuile qu'on trouve dans la
ville. C'est particulièrement ici que l’on peut
participer à des cours pour faire des tuiles. Visitez
Aichi d’un point vue originale!

Takahama

Visitons Aichi en mettant les tuiles en lumière !
La brochure vous présente des endroits où on
sent directement le charme des “Kawara”.

Kawara est la tuile japonaise. Il y a environ 1400
ans, elle est introduite au Japon de la péninsule
coréenne. Et puis les Japonais l'ont développée
particulièrement. Les bâtiments traditionnels
japonais sont protégés par les “kawara” depuis
longtemps. Par exemple, la ville de Kyoto,le
château de Himéji et le temple de Asakusa. Ils ne
peuvent pas manquer de tuiles japonaises.
En fixant le toit promenons-nous! On peut aussi
trouver des tuiles caractéristiques. OniKawara,c'est une tuile très artistique. Elle est
fabriquée pour le talisman. En plus, dans les
châteaux, on trouve des tuiles qui sont sculptées
à l'emblème du châtelain.

"Kawara "

Un artisanat millénaire:
les tuiles japonaises
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Vous ne voulez pas goùter aux tuile japonaises? Vous
pouvez acheter des gàteaux secs qui ont la forme d’une
tuile. Cette apparence est unique et de style japonais,
donc elle convient parfaitement comme souvenir.

Iwatsuki seika SA.

C’est un restrant à Aichi où on peut manger ¨Kawara
soba¨. C’est la spécialité du département de
Yamaguchi. Le repas est servi dans une tuile chaude à
la place de l’assiette. Venez et appréciez la grandeur et
le poids directement !

Kawara soba PIN

Gastronomie

C'est une entreprise de la
fabrication de tuile japonaise
"Oni-Kawara " depuis 1400
ans. Cette entreprise peut
aussi concevoir des OniKawara sur mesure. Et on
peut acheter des choses
petites en tuile.
(Le quatrième samedi du mois, il y a une visite d'usine et
un cours d’Oni-kawara, Il faut réserver)

Yamamoto Oni-Kawara SA.

À côté du musée, il y a un
parc. Il est construit en
carreau de “Kawara”
comme une mer devant le
musée qui est construit
comme un navire "
Sengoku-fune". Il semble
que ce parc fasse partie du
musée. Il y a quelques statues de Kawara comme les
animaux fantastiques. Touchez les œuvres directement!

Le parc Morimae

C'est un musée unique
dont le thème est la
tuile japonaise. Il a des
tuiles japonaises des
temps
anciens
à
l'époque moderne, des
Oni-Kawara, des tuiles
décolatives et des tuiles de Sanshu. On peut connaître
l‘histoire de “Kawara” avec des tuiles chinoises et
coréennes: ( les cours : faire de l'art céramique: peindre
sur la vaisselle. Il faut réserver avant de participer)

Le musée de Kawara
Takahamashi Yakimononosato

Les cours

En 1608, la ville
d'Arimatsu ,qui
est située dans
Nagoya, est
fondée. 176 ans
plus tard, il y eut
u n g r a n d
incendie et après
les habitants
conduisirent des maisons au toit de tuiles pour se
protéger contre les incendies. Maintenant Arimatsu, est
entré parmi les lieux protégés. Et aussi ,elle est le centre
de production de teinture d'Arimatsu;Arimatsu-shibori.
La rue principale a des magasins de souvenirs et des
restaurants. On va chercher un joli souvenir là-bas!

La vue de la ville d'Arimatsu

C'est un jardin
japonais avec une
résidence. Ils ont
été
construits
magnifiquement
il y a environ 400
ans. Des samurais
de l'époque le
fasse très luxueu.
Il y a plus de 300 ans, un samurai ,qui s'appelle
MITSUTOMO Tokugawa, y habita après sa retraite. C’est
le samurai chez Owari-Tokugawa et il fut au château de
Nagoya avant de se retirer. Les bâtiments dans ce jardin
sont des architectures traditionnelles japonaises avec le
toit de tuiles japonaises. Ils sont des patrimoines
cultureles importants du Japon.
Tokugawa-en nous intéresse beaucoup toute l'année
par les feuilles jaunies et rougies de l'automne et les
fleurs de saison.

Tokugawa-en

Promenades
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把银熏瓦包装严实

我们可以接受少量和大量的订货。从一个到100万
个也可以。
避免银熏瓦破碎，我们在输出的时候花了很多心思。
出口银熏瓦的过程中，从来没有出现过不能使用程度
的破损。

订货

我们对仁寿寺出口了10万个阳光。创嘉瓦工业有限
公司在中国有商业成果。

对中国出口的成果

地址：
爱知县高滨市丰田町
1丁目5番地5
邮政编码：4441304
电话号码：
+81 566-52-2215

创嘉瓦工业有限公司

用卡车把集装箱运送到港口，用船出口。

避免碰碎，我们花功夫把银熏瓦放入到集装箱。

瓦是和佛教一起从中国传到日本的。在日本，瓦
不仅使用于寺院屋顶，现在仍然使用于一般家庭的住
房屋顶，很长时间支撑着人们的生活。
日本有历史悠久的建筑保护与修复的高技术。创
嘉的银熏瓦也被用于日本庭院的修复技术，同时也被
用于中国庭院的修复。

～有讲究的品质～

日本传统
创嘉的银熏瓦
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银熏瓦是一种粘土瓦，
制造过程中不涂上釉药，用
烟熏黑。把粘土烧成后，
900度左 右的密闭空间内充
满 燃 料 （ 煤 油 ， LPG ，
LNG）这些燃料进行热分离，
游离的碳粘着在表面上，形
成碳膜。银熏瓦如此做出优
美的银色。

在西三河地区开采的粘土很细腻，适合制造陶瓷
器。为了将瓦的表面弄光滑，我们挑选最适于做瓦的
粘土，还调整粘土的混合与水分量。

创嘉瓦工业的“纯银熏瓦” 3个讲究

1．优质粘土

银熏瓦是什么

创嘉瓦工业有限公司以银熏瓦的制造创业于1948
年，位于日本爱知县西三河地区。西三河地区又名三
州，以日本三大瓦之一“三州瓦”而闻名。
创嘉瓦工业凭着60多年积累的丰富经验，目前采用自
动化的设备和手工操作的两种方法生产既使用又美观
的银熏瓦。我们以“纯银熏瓦”为核心产品，提供和
式屋面瓦，寺院瓦，外部/内部装饰等。

公司介绍

3.熟练的工匠

在第一工厂，
制作出货量不多
的瓦与特别订的
瓦。熟练的工匠
精心地形成银熏
瓦。
并且传统工匠
“鬼师”能够做
出各种各样的造
型，满足顾客的
要求。

↑根据公司规格，有长年
经验的员工进行目视，
声音检查

日本工业标准 Japanese Industrial Standards

采用机械检查，除掉有歪
斜的瓦，管理好烤炉的温
度，确立稳定的生产体系↓

＊１

由于生产过程的自动化，第二工厂能够大量生产。
其中的各个生产程序中不仅有机械的质量检查，还有
员工的目视检查，进行彻底的质量检查。因而进行我
们公司独自制定的检验方式，我们的银熏瓦质量足够
超越了JIS规格（＊１），制造出来结实而优美的银熏瓦。

2. 彻底的质量管理

日本・名古屋 综见寺

“阳光”保持了从中国通过朝鲜传来的本葺瓦的
美丽，实现了加工性和轻量化。
（价格：需要跟售主商量）

阳光

银黑瓦的种类

←需要细致的程序中，
熟练工匠看穿粘土的特
点调整些微的角度。

チームCapala 英語版日本語訳
［１ページ］強くて美しい日本の屋根瓦
日本の瓦屋根は、１４００年以上にわたって日本の家や寺院を守ってきました。同じような瓦はアジアで使われていますが、
日本は、高温多湿という気候で、地震が多いという厳しい環境の中、独自の瓦を発展させてきました。
高品質な瓦 私たち、創嘉瓦工業は１９４８年の創業以来、質の高い瓦を生産しています。瓦には様々な種類や色があり
ますが、私たちは銀色で光沢のある「いぶし瓦」の生産をおこなっております。瓦を燻化させるという特別な製法、および強
く焼結することで、美しさと優れた耐久性をもたせています。高品質ないぶし瓦を、さまざまな場所や目的にあわせ、住宅
やインテリアから寺院や学校まで幅広く出荷しております。
J型：いぶし瓦の原点、
純いぶしライト：12パーセントの軽量化、ビュール40：スタイリッシュでシンプルな新しいデザイン
ルーフリニア50：モダンデザイン、 いぶしタイル：いぶし瓦を床・壁に
（写真説明：J型瓦で施工した家屋）

［２ページ］
優れた耐熱性 地球温暖化が進むなか、耐熱性によって暑さから自分の家を守ることが重要になってきています。瓦は、
夏の暑い時でも、スレートのようなほかの屋根材よりも、建物を涼しく保つことができます。いぶし瓦は日本の中でも暑い地
域で発展したので、熱に強いだけでなく、断熱性も兼ね備えています。同温度を与え、いぶし瓦と、黒色スレート、黒色の
瓦の三つで、表面温度を比べたところ、いぶし瓦が最も低い温度を記録しました。瓦の温度が高いということは、室内の温
度も高くなります。温度を吸収してしまう瓦よりも、熱をはねかえすことができる瓦を選ぶことで、エアコンの使用を抑えること
につながり、節約にもなります。さらに、瓦屋根を使用した場合、屋根と瓦の隙間で空気が循環し、熱を屋根から逃してく
れます。また、瓦は急激な温度変化にも強いです。アジアの多くの国では、日中、焼けつくような日差しが照り付けて、夕
方に突然の大雨が降ることは珍しくありません。このような急激な温度変化は、屋根材にとって負担が大きくひび割れの原
因にもなります。しかし、瓦は高温で焼き締められ強度が高く、影響を受けません。その上、遮音効果もあるので、雨音や
強風による騒音も防いでくれます。スレートやメタルよりも、優れた防音効果をもっています。いぶし瓦は、熱、温度変化、
騒音から建物を守り、私たちに快適な生活をもたらしてくれます。
（左図のキャプション：瓦の表面温度の比較）（右図のキャプション：空気循環を可能にした設計）
優れた耐久性 日本では頻繁に地震が起きています。そんな環境だからこそ、耐震性に優れた屋根材を作る必要があり
ました。弊社は自然災害に耐えうるような瓦を生産しています。端にはジョイント部分があり、瓦同士が嚙み合う構造になっ
ており、これによって地震の際に瓦がずれてしまうことを防止しています。震度７まで耐えることができ、これは2011年に起
きた東日本大震災や2004年のスマトラ島沖地震と同じ規模です。また、日本は毎年台風に悩まされていますが、瓦は強風
にも強く、風速46ｍまで耐えることができます。さらには、瓦は防火性にも優れており、火災が近隣で起きて火の粉が飛ん
できたとしても、燃えることはありません。こうして瓦は古くから日本の建造物を守ってきたのです。
お問い合わせ 製品について、又はその他ご質問があればこちらまで。
Eメール: info@souka.co.jp 電話番号: +81 566 52 2215 ホームページ: http://www.souka.co.jp/
瓦に関する情報はこちらでも発信しています。 Facebook: Team Capala supported by Souka Industries
Instagram: team_capala_souka_industries

チームCapala フランス語版日本語訳
［１ページ左側］愛知・名古屋の地図
・瓦そばPIN 伏見駅から徒歩5分 ・徳川園 大曽根駅から徒歩15分

・有松の街並み 有松駅周辺

［１ページ中央］
高浜市 日本には三州、淡路島、石州という瓦の三大生産地があります。愛知県高浜市は三州に位置し、瓦造りの街とし
て歴史的な街の１つです。街の至る所で瓦のオブジェがあり、瓦粘土を使った体験ができるのもこの土地ならではです。
ひと味違った観光ができますよ！
鬼みち 瓦にあふれた約4.5kmの散歩みち。寺社や屋根、道路や壁が様々な瓦によって装飾されています。高さ約4mの
日本一大きい鬼瓦やかわら美術館、珍しい瓦がたくさんある寺院、瓦のポストまで！ぜひ鬼みちへ行って様々な瓦を見つ
けてみて下さい。
ONI-House（オニハウス） 高浜市の観光案内所で自転車も借りられます。瓦でできた置物や高浜市のお菓子などのお土
産が購入できます。ぜひ訪れてみて下さい！

［１ページ右側］千年以上の伝統ある職人技、瓦（タイトル）
瓦(kawara)とは、屋根のタイルです。瓦は約1400年前、朝鮮半島から伝わり、日本で独自の発展を遂げました。
日本の伝統的な家屋は瓦屋根により守られてきました。例えば、瓦は京都の街並みや姫路城、浅草寺などの美しい景観
には欠かせないものです。屋根に注目してこれらの建物を見ると、特徴的な瓦を見つけることができるでしょう。その一つ
に、鬼瓦があります。これは鬼の顔を模して魔よけのために作られます。また、城では城主の家紋が刻印された瓦も見つけ
ることができます。
奥が深い瓦文化にスポットを当てて、愛知県を巡ってみませんか？パンフレットで、皆さんにそんな瓦を直接感じることの
できる様々な名所をご紹介したいと思います。
［２ページ左側］グルメ
瓦そばPIN 山口県の名物の「瓦そば」が愛知県で食べられる珍しいお店です。お皿の代わりにアツアツの瓦でお食事を
提供しています。瓦の大きさや重みなどをぜひ肌で感じてみてください！
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岩月製菓株式会社 甘くておいしい瓦を食べてみませんか？こちらでは、瓦の形をしたおいしいクッキーの購入ができま
す。見た目もユニークなので、お土産にも最適ですよ。

［２ページ中央］体験
高浜市やきものの里かわら美術館 日本で唯一の《瓦》をテーマにした美術館。日本の古代から近現代の瓦や、鬼師の
作った鬼瓦や飾り瓦、また三州瓦を展示しています。中国や朝鮮半島の瓦もその歴史とともに見ることができます。
（陶芸創作体験や絵付け体験ができます。要予約）
森前（もりまえ）公園 高浜市やきものの里かわら美術館が千石船（日本の木造巨大帆船、江戸時代ごろ普遍化した）のイ
メージでデザインされたのに合わせ、美術館の隣には海原に見立てられた公園が作られました。瓦のタイルで作られた公
園にも、瓦素材で作られた鬼やドラゴンなどの作品があります。職人の技術を直に触れてみよう！
山本鬼瓦工業株式会社 日本の瓦に欠かせない、1400年の歴史を持つ「鬼瓦」を職人さんの手で制作している会社です。
オーダーメイドの瓦の制作も行っています。また、瓦でできた小物の購入もできます。（毎月第4土曜日にはモノづくりの見
学、鬼瓦づくり体験ができます。要予約）

［２ページ右側］見る
徳川園 約400年前に武士たちが作らせた豪華で美しい池泉回遊式の日本庭園です。300年以上前に、名古屋城に住ん
でいた尾張徳川家の武士・徳川光友が隠居のために移住したお屋敷の跡地です。園内の建物は瓦屋根の伝統的な和風
建築で国の登録有形文化財に認定されています。紅葉、牡丹や花しょうぶ等の花々など、四季を通じて日本の自然景観
美を楽しめます。
有松の街並み 1608年に作られたこの町は、1784年の大火災の後、防火対策として家屋を瓦屋根に改めました。今も400
年前の歴史や風情が残るその町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。有松は、この伝統的な
街並みだけでなく、日本の伝統工芸品である「有松絞り」の生産地でもあり、絞りのお店や飲食店、お土産屋さんも楽しむ
ことができます。

チームCapala 中国語版日本語訳
［１ページ左側］
中国への輸出の実績 仁寿寺に陽光を10万枚輸出しました。創嘉瓦工業株式会社は中国で取り扱いの実績があります。
発注 私たちは少量から大量の発注を受け付けています。1枚からでも、100万枚でも対応できます。
輸出する際は、瓦が割れないように細心の注意を払っています。いぶし瓦を輸出している間に、使えなくなるほど割れたこ
とはありません。（写真説明１）いぶし瓦をしっかりと包装します。

［１ページ中央］
（写真説明２）コンテナの中に入れる時はぶつかって割れないように配慮します。（写真説明３）トラックでコンテナを船に運
び、船で輸出します。
創嘉瓦工業株式会社 住所：愛知県高浜市豊田町１丁目５番地５ 郵便番号：4441304
電話番号：+81 566-52-2215 E-mail：info@souka.co.jp

［１ページ右側］日本伝統：創嘉のいぶし瓦～こだわりの品質～（タイトル）
瓦は中国から仏教とともに日本に伝わりました。日本では瓦は寺院の屋根以外に一般の住宅の屋根にも多く使われており、
人々の生活を支えています。日本寺院の修復技術にも、創嘉のいぶし瓦が使われています。また中国の寺院修復にも使
われています。

［２ページ左側］
会社紹介 創嘉瓦工業株式会社はいぶし瓦の製造をもって1948年に創業し、日本の愛知県西三河地区に位置します。
西三河地区はまたの名を三州といい、日本三大瓦のひとつである“三州瓦”で有名です。
いぶし瓦って何 いぶし瓦とは粘土瓦の一種で、製造工程で釉薬を塗るのではなく、燻します。粘土を焼成したのち、900
度前後の密閉空間を燃料（灯油、LPG,LNG）で満たし、これらの燃料が熱分離をおこして、遊離した炭素が瓦表面に付着
し、炭素膜を形成します。いぶし瓦はこのようにして美しい銀色を生み出すのです。
創嘉瓦工業の“純いぶし瓦”３つのこだわり
1．良質の粘土 西三河地区で採ることのできる粘土はとてもきめ細かく、陶磁器を作るのに適しています。瓦の表面を滑
らかに仕上げるため、私たちは瓦を造るのに最も適した粘土を選び、さらに粘土の配合や水分を調整します。

［２ページ中央］
2．徹底した品質管理 生産工程の自動化により、第2工場では大量生産が可能です。その中の各生産工程では機会によ
る品質検査のみならず、職員による目視検査など、徹底した検査を行います。会社独自の試験方法の実施により、わたし
たちのいぶし瓦の品質はJIS規格を十分に超えており、丈夫で美しいいぶし瓦を創り出します。
（写真説明左）機械による検査を取り入れ、歪みのある瓦は取り除かれ、窯の温度管理など、安定した生産体制を確立し
ています。（写真説明右）企業の規格に基づき、長年の経験を持つ職員が目視・音によるチェックを行います。
3．熟練の職人 第1工場では、出荷量の少ない瓦や特注の瓦を製造しています。熟練の職人が丁寧にいぶし瓦を形成し
ます。また伝統職人の“鬼師”は様々な形の瓦を創り出し、顧客の要求にこたえることができます。

［２ページ右側］
（写真説明）細かな作業を必要とする工程では、熟練の職人が粘土の癖を見抜くなど、些細な角度も調整します。
いぶし瓦の種類
陽光 “陽光”は中国から朝鮮経由で伝来した本葺の美しさをそのままに、施工性と軽量化を実現しました。（値段：業者と
相談）（写真説明：名古屋 総見寺）
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チーム らんどせいる
株式会社 村瀨鞄行

英米学科
ヨーロッパ学科フランス語圏専攻
中国学科
国際関係学科
情報科学部

長谷部 靖子
成瀬 葉純
山下 恵
宮嶋 いづみ
栗下 愛加

［広報成果物］
日本語・英語・中国語・ロシア語・動画
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日本語 スマホ用記事
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A randoseru is a backpack that Japanese elementary school students use to
carry their textbooks, notebooks, and stationery to school. Randoseru are very
strong and durable, and students use the same randoseru for their entire 6
years of elementary school. The word randoseru comes from “Ransel” in Dutch.
Randoseru have long been considered to be bags for children, but nowadays
adults are also using randoseru for their daily lives.

“Keorimono” is a general term for textiles made mainly from
woolen yarn. The Bishu area is the keorimono hub of Japan,
accounting for eighty percent of the nation's total production
of these textiles.

Traditional and Fashionable Trip

Japan is a treasure house of traditional craftwork. Especially here in the
Tokai area, “monozukuri” (craftsmanship) is highly valued. Three examples
of key traditional monozukuri cultures related to fashion are Arimatsu
Shibori, Bishu Keorimono and Randoseru. Read on for a brief explanation of
each, as well as information about places to visit where you can learn more
about these unique types of monozukuri.

“Shibori” comes from the Japanese word
“shiboru” meaning to wring, squeeze, or press.
Arimatsu Shibori is a traditional Japanese
textile that was first made in Midori-ku, Nagoya.
Shibori are hand-crafted tie-dyed textiles. All of
the patterns are made by hand, so each cloth
has a different design.

Aichi

Gifu

Discover Japan
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Tel 058-391-8511
〒501-6235448 Hachijiri, Takehana, Hashima, Gifu
From Nagoya Station, take a Meitetsu Main Line train to Kasamatsu Station and
change to the Meitetsu Takehana line to Egira (1 hour, 660 yen).
The center is a 20-minute walk from the station.

Textile Material Center
This is the largest textile museum in Japan, with
more than 100,000 kinds of materials. You can
take a tour to see how the materials are made.

History
Bishu has been famous for textile production since the Nara era (710-784)
and nowadays top-class designers from all over the world visit the area.
After World War II, the Japanese economy grew but the textile industry
stalled due to price competition in the market. Bishu had about 8000
factories prior to the war, but the number fell to about 2000 after the war.
To solve this problem, Bishu keorimono manufacturers cooperated to
develop the industry together. Their combined experience, efforts, and
techniques made the keorimono industry the success that it is today.

Bishu Keorimono Textiles

Tel 052-452-1112
〒453-0804 4-10 Kogane-Dori, Nakamura-ku, Nagoya, Aich
From Nagoya Station, take a Kintetsu line train to Kogane Station (4 minutes, 150 yen). Murase’s shop is an 8 minute walk from the station.

Murase Kabanko Co. Ltd.
This famous randoseru shop opened in 1957. They sell a wide variety of randoseru. Murase randoseru are crafted from high-quality
leather, making their products strong and durable enough to last all through children’s 6 years of elementary school. The hard-working
designers at Murase are always striving to make the best randoseru for children. Try one on and see how comfortable these bags are.

History
The first randoseru for school students were made and used in the middle of the Meiji era (1868-1912). The first Japanese Prime Minister, Hirofumi Ito, sent a randoseru to
Crown Prince Taisho to celebrate his entrance into elementary school. At that time randoseru were luxury items and only a few rich people could afford them. Ordinary
people used a furoshiki (a square of cloth for wrapping) or a shoulder bag, both of which were much cheaper than randoseru. It was after 1955, with Japan’s economic
growth, that randoseru became popular. For all social classes
In 2011 randoseru were introduced at a Paris fashion show. This new fashion style became popular all over the world.
Until approximately 10 years ago, randoseru were mainly available in red and black, with most people thinking black was for boys and red was for girls. However these days,
children have a wider variety of choices, and students with colored randoseru that are not red or black can often be seen in the street.

Randoseru

Tel 052-621-0111
〒458-0924 3008 Arimatsu, Midori-ku, Nagoya, Aich
From Nagoya Station, take a Meitetsu Main Line train to Arimatsu
Station (30 minutes, 350 yen). The museum is a 5-minute walk from the station.

Arimatsu Narumi Shibori Tie-Dyeing Museum
This museum displays items and information related to shibori. You
can also enjoy demonstrations and experience the traditional tiedyeing process. All the equipment is prepared by the museum.

History
The town of Arimatsu was established at the beginning of the Edo era, in 1608, and is
famed for its shibori. Shibori textiles were first made around 1610, and were popular with
travelers, who bought many Arimatsu tenugui (towels) and yukata (informal summer
cotton kimonos) as souvenirs for their families back home. Shibori soon became the most
well-known product along the Tokai Highway. The prosperity of Arimatsu at the time was
depicted in ukiyo-e woodblock prints by Hokusai Katsushika and Hiroshige Utagawa, the
most famous ukiyo-e painters in Japan.
In the Meiji era, around the late 19th Century, Arimatsu adopted some Kyoto-style
techniques and started to use silk. Even today, the stores and houses in the Arimatsu area
are beautiful examples of Japanese architecture, and serve as testaments to the historical
prosperity of the town.

Arimatsu Shibori

村濑包行一定会火！
让日本RANDOSERU在中国生根发芽
村濑包行的现况
✓ 村濑包行于1957年在日本名古屋开业，具有60年历史的老店。
✓ 董事长是林州代。
✓ 本公司销售的RANDOSERU大体上分为以下三种:马皮、牛皮、人造
革。除了RANDOSERU之外，还制造和贩卖RANDOSERU套、竖笛套等
附属商品。
✓ 爱知县名古屋市和东京都涩谷区都有本公司的实体店。虽然在
「乐天」「Amazon」等购物网站上也有店铺，但即使是网络目前
也无法从中国大陆直接购买本公司的产品。
✓ 本公司的广告在日本各种SNS上广为流传，可惜在中国国内无法看
到。
✓ 在中国国内本公司已注册“eddy”商标。eddy就是本公司经营的
一个品牌。
本公司在2010年、2015年的JAPAN Leather Award中获得殊荣。
并在2016年被选入最佳商品100位行列。
JAPAN Leather Award是指一般团体法人日本皮革产业联合会
为了活跃日本国内皮革产业和发掘培育优秀的设计师，每年开办的
比赛。以“使用日本国产的天然皮革”、“在设计和市场性方面，
是设计师能考虑到的最好的产品”这两点为条件，大赛征集各种类
型的作品。
2015年，本公司的主打产品RANDOSERU在参加JAPAN Leather Award比赛的330个产品中脱颖而出，获得了“生
活杂货部门 部门奖”。

RANDOSERU的历史有130年之久，是能够代表
日本的文化之一。日本小学生入学之前都要购买
RANDOSERU，并在此后的6年时间里每天背着它往
返学校。随着日本少子化的发展，对于每个家庭
而言孩子都是宝贝一样的存在。陪伴如此宝贝的
孩子六年时间的RADOSERU，不管对孩子还是整个
家庭来说，都是很重要的东西。为了宝贝孩子的
RANDOSERU，不用说父母，就连爷爷奶奶也要跟着
一起挑选。
我认为把一样东西从入学用到毕业是和“珍
惜物品”的教育有关的。因此为了能让孩子可以
将一个包用满整整6年，我们始终不忘对商品进行
推敲与改进。
现在RANDOSERU已在美国、俄罗斯和法国等欧
美国家普及开来。中国是日本的重要邻国，我们
希望也能将RANDOSERU带给中国的孩子们，让他们
感受到传统日本文化。为此我们希望大家能够先
知道 RANDOSERU这个品牌名字。然后通过观看、
触摸来了解我们对于RANDOSERU的坚持。

本公司董事长 林州代
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村濑包行的讲究
我们把RANDOSERU的背带设计成立体形状，
这样小孩的小手就可以轻松地穿过背带、背
起书包。背部采用了形状记忆材料。为了贴
合背部骨头形状，我们甚至将中间凹下去的
靠垫部分进行了延长。这是一个越背越适应
自己身体的双肩包。

为了进一步提高
RANDOSERU的质量，我们很
仔细地研究皮革。哪怕皮
革上有一点褶子或者有瑕
疵，我们都不使用。

为了让孩子喜欢上
RANDOSERU的一切，从外部
到内部细节我们都苛求设
计品质。

我们在RANDOSERU书包
的左右两边或肩带部分安
装了可以卸下的安全挂钩。
特别是左右的挂钩上被强
大外力拖引的话，背包就
会自动脱下。这样可以防
止孩子因为背包上的东西
被卷入而受到伤害。

小学生去学校时往往需要携
带很多东西，所以我们把里兜做
得比以前大了一些，以便放下所
有物品。而且为了让孩子能更轻
松地掏出东西，我们加上了折线。

手缝保护孩子
创业以来，我们一直坚持着的就是“工匠手缝”。
正是由于我们的这个坚持导致我们的商品不可能量产。
可即便如此，为什么我们还坚持手缝呢？
第一个最大的理由是通过手工缝纫，用人工最大的
力量来缝线会让RANDOSERU变得更结实。RANDOSERU的第
一需求就是提供让孩子可以安心使用6年的实用商品。
其次，第二个理由是有些地方机器做不到，但是手工却
可以做到。比如说在一些细小地方手工缝制，可以减少
对孩子衣服的摩擦、减小衣服勾上书包的概率。
我们对每一项细节的关注，说到底都是由“关爱孩
子”这样一种理念凝聚起来的结晶。相信使用
RANDOSERU的孩子们一定能感受到这种温暖。

株式会社 村瀬鞄行
名古屋本店地址：日本 爱知县名古屋市中村区黄金通4-10
名古屋本店电话号码：＋86 052-452-1112
名古屋本店传真：＋86 052-452-5686
涩谷店地址：东京都涩谷区涩谷1-9-5 1F
涩谷店电话号码：＋86 03-6434-1004
渋谷店传真：＋86 03-6427-7101
网站：http://secure.murasekabanko.co.jp/
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Рандосэру выглядит тяжело?
На самом деле, есть большая разница между
внешним видом и реальным ощущением.
Секрет лежит в части «поднятые лямки».
Лямки сами стоят и помогают ранец прилегать к
спине детей.
Благодаря этим лямкам, дети могут прямо и легко
нести Рандосэру на спине. #рандосэру #ранец
#рюкзак
#японский
школьный
ранец
#первоклассник #школьники #школьный товар
#традиция #школа #учеба #россия #япония
#randose.ru #murasekabanko

Как часто вы меняете школьные ранцы?
В расследовании многие русские родители отвечают
«раз в 2-3 года».
А в Японии почти все дети используют один
Рандосэру 6 лет, с поступления до окончания
начальной школы.
Так как Рандосэру является плотным, выносиливым к
дождю, удару и повреждениям, его можно
использовать даже более 6 лет.
Рандосэру станет для детей сокровищем, в котором
много воспоминаний. #рандосэру #ранец #рюкзак
#японский школьный ранец
#первоклассник
#школьники #школьный товар #традиция #школа
#учеба
#россия
#япония
#randose.ru
#murasekabanko

Почему замок Рандосэру находится внизу? Это не
трудно для детей открывать/закрывать?
У вас есть такие вопросы?
Замок Рандосэру находится внизу, чтобы усилить
прочность и защитить содержание.
Так как замок имеет функцию «автоматическая
блокировка», он сам закрывается без касания руками.
#рандосэру #ранец #рюкзак #японский школьный
ранец #первоклассник #школьники #школьный товар
#традиция
#школа #учеба #россия
#япония
#randose.ru #murasekabanko
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Говорят, что содержание школьных ранцев
увеличивается по всему миру, в том числе и в России
и Японии.
Согласуясь с размером и количеством учебников,
обьём и ширина Рандосэру постоянно исправляется.
Так как у Рандосэру крепкая кострукция, в него
можно поместить много учебников и предметов.
Кроме того, с помощью внутренних карманов и
боковых приспособленией можно переносить мелкие
вещи и мешки. #рандосэру #ранец
#рюкзак
#японский школьный ранец
#первоклассник
#школьники #школьный товар #традиция #школа
#учеба
#россия
#япония
#randose.ru
#murasekabanko

Высокое
качество
японского
Рандосэру
обеспечивается ручной работой опытных мастеров.
Благодаря процессу отбора материалов, ручного
сшивания и т. д, Рандосэру становится прочным и
выглядит красиво.
В компании Мурасэ кабанко Рандосэру производится
мастерами от 26 до 84 лет, продолжая традицию,
которой уже более 140 лет. #рандосэру #ранец
#рюкзак
#японский
школьный
ранец
#первоклассник #школьники #школьный товар
#традиция
#школа #учеба
#россия
#япония
#randose.ru #murasekabanko

Мурасэ кабанко находится в г. Нагоя, центральная
Япония. С основания в 1957 году, мы продолжаем
производить Рандосэру 60 лет. Наш директор
является председателем «ассоциации индустрии
Рандосэру».
Мы считаем, что Рандосэру является частью японской
культуры. И наше желание – сделать школьную
жизнь более безопасной и уютной. Поэтому мы
делаем Рандосэру вручную, обращая внимание на
каждую деталь. #рандосэру #ранец
#рюкзак
#японский школьный ранец
#первоклассник
#школьники #школьный товар #традиция #школа
#учеба
#россия
#япония
#randose.ru
#murasekabanko

チームらんどせいる 動画紹介
ロボットPepperがロシア語でランドセルについて紹介する
動画を作成しました。
ロングバージョン：2分14秒
ショートバージョン：16秒
ロングバージョンでは、ランドセルにたくさんの物を
入れることができることをPRしました。
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チームらんどせいる 英語版日本語訳
［１ページ］ディスカバー・ジャパン 伝統とファッションの旅（タイトル）
（下四角囲み）日本には誇るべき伝統的なものがたくさんあります。特に、この東海地方は、ものづくりがとても大切にされ
ています。ファッションに関連する伝統的なものづくり文化で重要なものは、「有松絞り」「尾州毛織物」「ランドセル」の３つ
です。それらの独特なものづくり文化についてもっと理解できる場所も含め、説明しましょう。
（有松絞りの説明） “shibori”という言葉は、日本語の“絞る”から来ています。有松絞りは伝統的な日本の布で、緑区名古
屋市で初めて作られました。絞りは手で染められる布のことです。柄から手作りされるので、それぞれの布は違った模様が
あります。
（尾州毛織物の説明） “keorimono”は主として毛糸を使った織物の総称です。尾州の地域は日本で最大の毛織物産地
で、国内生産量の８割を占めています。
（ランドセルの説明）ランドセルは、日本の小学生が通学時に教科書、ノートなどを入れて背中に背負う鞄です。小学校に
通う6年間、同じランドセルを使うので、ランドセルは強くて丈夫でなければなりません。ランドセルという言葉はオランダ語
のRanselからきました。
ランドセルは小学生の子どもたちのためのものだと長い間考えられてきましたが、現在では大人たちも日々の生活にとり
いれていたりすることもあります。

［２ページ］
有松絞りの歴史 絞りの町有松は、江戸時代の初め（1608年）に誕生しました。最初の絞りは1610年くらいに作られて、旅
人が故郷へのお土産に絞りの手拭いや浴衣などを買い求め、これが街道一の名産品となります。その繁栄ぶりは、北斎
や広重の浮世絵に描かれました。明治時代後には、有松絞りは京風の技術を取り入れ、絹も扱うようになりました。昔の繁
栄と日本建築の美しさを今に伝える町並みです。
有松鳴海絞り会館 ここでは、絞りに関するアイテムや説明が展示されています。そして、絞り実演を見学したり、絞り体験
をすることもできます。体験に必要な材料や道具はすべて会館が準備してくれます。
電話番号：052-621-0111
〒458-0924 愛知県名古屋市緑区有松3008番地
名古屋駅より、名鉄本線の有松駅で降車後(30分 350円)、徒歩5分
尾州毛織物の歴史 奈良時代(710～784年)から織物の産地として有名な尾州は、今では、トップデザイナーたちからも一
目置かれる存在です。戦後、日本経済が成長するにつれ、市場の価格競争が起こり、尾州の毛織物産業は衰退してしま
います。戦前には約8000棟あった工場が約2000棟にまでなってしまうほどでした。この状況を解決するために、尾州の多く
の生産者たちが互いに手を取り毛織物産業を支え始めた。その努力や経験、技術が私たちの毛織物産業をより豊かにし
ています。
テキスタイルマテリアルセンター 国内最大のテキスタイル資料館で、10万点以上の素材を展示しています。また、日帰り
研修モデルコースもあります。
電話番号： 058-391-8511
〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻448番地
名古屋駅より、名鉄本線笠松駅で乗り換え、名鉄竹鼻線江吉良駅まで(1時間 660円) 徒歩20分
ランドセルの歴史 ランドセルが通学鞄として最初に使われたのは明治時代の中期のことである。日本の初代総理大臣の
伊藤博文が後の大正天皇に贈ったのが始まりでありました。当時、ランドセルはまだ贅沢な高級品であった事から、都市
部の富裕層の間で用いられることが多く、地方や一般庶民の間では風呂敷や安価な布製ショルダーバッグ等が主に用い
られていました。ランドセルが一般に広まったのは、1995年後で経済成長とともにでした。フランスのパリで2011年に開催さ
れたファッションショーの中で、ランドセルを背負うモデルが登場するコーナーがありました。この新しいスタイルは世界中
に広まりました。約10年前までは、男の子は黒のランドセル、女の子は赤のランドセルというイメージが強かったのですが、
最近では選択肢が増え、カラフルなランドセルを背負っている生徒の姿がよく見られます。
村瀬鞄行 創業1957年の村瀬鞄行は、様々な種類のランドセルを扱っています。子どもたちが小学校6年間使えるように、
強くて丈夫なものを作るために革から素材選びにこだわっています。ランドセルを使う子どもたちのことをいちばんに考え
ています。実際に背負ってその心地を体験してみてください。
電話番号： 052-452-1112 〒453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通4丁目10番地
名古屋駅より、近鉄線黄金駅降車(4分 150円) 徒歩8分

チームらんどせいる 中国語版日本語訳
［１ページ］村瀬鞄行なら売れる！～日本のランドセルを中国大陸へ～（タイトル）
企業概要 ・1957年名古屋で創業し、今年で60年目になる老舗ランドセル会社 ・代表取締役社長は林州代（左下写真
の左） ・販売しているランドセルの素材は大きく分けてコードバン（馬の革）、牛革、クラリーノ（人工皮革）の三種。ランド
セル以外にもランドセルカバーなどの付属品も製造、販売している。 ・実店舗は愛知県名古屋市と東京都渋谷区にあ
る。 ・インターネットショッピングサイト「楽天、Amazon」上にも店舗を構えているが、現状、ネット上でも中国大陸から村
瀬鞄行の商品は購入できない。 ・各種SNSは運用しているが、大陸で使用できるものはない。
（企業実績について）村瀬鞄行は2010年、2015年でJAPAN Leather Awardで受賞実績あり。2016年には上位100選に入
選。 JAPAN Leather Awardは、一般社団法人日本皮革産業連合会が国内皮革産業の活性化と優秀なデザイナーの発
掘及び育成を目的として、毎年主催している。 “国産の天然皮革を使用すること”、“デザイン、市場性に於いてデザイ
ナーが考えうる最高の製品”ことを条件にさまざまなタイプの製品が応募される。
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2015年には村瀬鞄行の主力製品ランドセルが330作品の中から、“生活雑貨部門 部門賞”を受賞。
（社長の想いについて）ランドセルは130年の歴史を持つ、日本を代表する文化です。日本の小学生は、小学校の入学を
前にランドセルを購入します。その後6年間同じランドセルを背負って、毎日学校へ通います。日本でも少子化が進み、ひ
と家族の中で子どもは本当に宝物です。そんな宝物と6年間という長い時間を共にするランドセルは、子どもにとっても家
族にとっても大切なものです。ランドセルは一家の大切な子供のために、親御さんはもちろん、おじいちゃんおばあちゃん
まで一緒になって選びます。私は、一つのものを6年間使うことが“ものを大切にする”という教育に繋がると考えています。
だから私たちは6年間しっかり使い続けることができるように、工夫と配慮を常に忘れません。ランドセルはすでにアメリカや
ロシア、パリなどで普及しつつあります。私たちは日本の大切な隣国、中国でもぜひこの日本の伝統ある文化を広めたいと
考えています。そのためにまず一歩、“ランドセル”の名前を知ってほしいです。村瀬鞄行のランドセルへのこだわりを、見
て、触って、知ってほしいのです。
［２ページ］
村瀨鞄行の研究 ・背カン・背クッション：背カンはもともと立ち上がらせることで、子どもの短い手でもうまく入れて、背負う
ことができます。背中には形状記憶できるクッションを採用。さらには背骨の形に添うように真ん中のクッションへこみを縦
長にしました。背負えば背負うほど、自分の身体にフィットするランドセルです。 ・安全金具：ランドセルの本体左右やベ
ルトには様々なものを取り付けられるように金具を付けていますが、特に左右のナスカンは強い力で引っ張られた時には
自動で荷物が外れるもの“安全ナスカン”を採用しています。 ・収納ポケット：子どもたちが学校へもっていくものを全て入
れられるように、内ポケットも大きめに制作しています。さらには子供達でもポケットからものを出し入れやすいように、ポ
ケットに折り目が入っています。 ・皮の選別：ランドセルの品質をより高めるために、かなり細かく皮を調べます。少しでも
皺の寄る皮や、少しでも傷がある皮は使用しません。 ・中までこだわったデザイン：子どもがランドセルのすべてを大好き
になってくれるように、外から内側の細部までデザインにもこだわりました。
手縫いへのこだわり 村瀬鞄行は創業以来、量産型メーカーではできない「手縫い」を大切にし、技術の伝承を行ってき
ました。ではなぜ村瀬鞄行は手縫いにこだわり続けるのでしょうか。一つ目の大きな理由は手縫いを施すこと、人の目いっ
ぱいの力でしっかり糸を編むことによって、ランドセルがより丈夫に仕上がるからです。ランドセルはまず、子供が安心して6
年間使える丈夫なものである必要があります。そして二つ目の理由は機械ではできないことが手縫いならできることです。
細かい部分でも手縫いにすることで、子どもの服への擦れや、ひっかかりを減らすことができます。どれも最終的には村瀬
鞄行の“子どもへの思い”が詰まった結晶となります。

チームらんどせいる ロシア語版日本語訳
［１ページ左側］ランドセルは重いと思っていませんか。実は、見た目の印象と 実際に背負った時の体感重量には大き
な差があります。 その秘密が「立ち上がり背カン」です。 通常のカバンとは違い、肩ベルトが浮いていることで、お子さんの
背中にぴったりフィットします。 これによって自然と背筋が伸び、軽く背負うことができるのです。 #ランドセル #鞄 #リュッ
クサック #日本の通学鞄 #新入生 #小学生 #学用品 #伝統 #学校 #勉強 #ロシア #日本 #randose.ru #村瀬鞄行
［１ページ中央］通学鞄をどれくらいの頻度で買い替えていますか。ロシア人に対する調査では、「２－３年に１度」と答え
た人の割合が最も多い結果となりました。 日本ではほぼすべての子どもたちが、小学校での６年間、同じランドセルを使い
続けます。 その理由はランドセルの丈夫さにあります。 雨や傷、衝撃に強く、６年間経っても問題なく使うことができます。
毎日の学校生活を共に過ごすランドセルは、子どもにとって思い出のつまった宝物になります。 #ランドセル #鞄 #リュッ
クサック #日本の通学鞄 #新入生 #小学生 #学用品 #伝統 #学校 #勉強 #ロシア #日本 #randose.ru #村瀬鞄行
［１ページ右側］「ランドセルの鍵はなぜ下にあるの？」、「子どもにとって開け閉めが難しくないの？ 」こんな疑問を持っ
たことはありませんか。 耐久性を高め、子ども自身や鞄の中身を保護するために、ランドセルの鍵は底の部分にあります。
手が届きにくい場所にあるため、開け閉めが不便に感じるかもしれません。 しかし、鍵には自動ロックが搭載されています。
これによって、直接鍵に触る必要がなく、ふたを下すだけで自動で閉まるようになっているのです。 #ランドセル #鞄 #
リュックサック #日本の通学鞄 #新入生 #小学生 #学用品 #伝統 #学校 #勉強 #ロシア #日本 #randose.ru #村瀬
鞄行
［２ページ左側］ロシアや日本を含む世界各国で、子どもの通学鞄の中身は増加していると言われています。 そんな中、
ランドセルの幅や大きさは、教科書の大きさや持ち運ぶ量に合わせて常に改良されています。 丈夫な形状設計により、常
に広い空間が確保できるため、教科書や用具を余裕を持って収納することができるのです。また、内ポケットや側面の金
具により、小物や袋も持ち運ぶことができます。 #ランドセル #鞄 #リュックサック #日本の通学鞄 #新入生 #小学生 #
学用品 #伝統 #学校 #勉強 #ロシア #日本 #randose.ru #村瀬鞄行
［２ページ中央］日本のランドセルの高品質は、熟練した職人の手仕事によってつくりだされています。 素材の選定から
縫合まで、妥協なく時間をかけて作られたランドセルは、壊れにくく見た目にも美しい仕上がりとなっています。 村瀬鞄行
では、84歳から26歳まで一人ひとりの職人が140年以上続く日本のランドセルの文化を繋ぐため、日々丁寧に制作してい
ます。 #ランドセル #鞄 #リュックサック #日本の通学鞄 #新入生 #小学生 #学用品 #伝統 #学校 #勉強 #ロシア #
日本 #randose.ru #村瀬鞄行
［２ページ右側］村瀬鞄行は日本のほぼ中央に位置する名古屋市に位置します。1957年の創業以来、60年間にわたりラ
ンドセルを作り続けています。社長は「ランドセル工業会」の会長を務めています。村瀬鞄行は日本の文化の一部であるラ
ンドセルを通し、子ども達の安心・安全な学校生活を実現したいと考えています。そのために、「手縫い」にこだわり、一つ
一つ、細部まで丁寧に制作しています。 #ランドセル #鞄 #リュックサック #日本の通学鞄 #新入生 #小学生 #学用品
#伝統 #学校 #勉強 #ロシア #日本 #randose.ru #村瀬鞄行
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Não gostaria de experimentar
um missô novo?
O plano de degustação do Missô Hatchô
Yamamotoya-Okute oferece o "Missô Nikomi Udon", a principal comida típica da cidade
de Nagoya na Província de Aichi. Desta vez, sugerimos a receita do missô tradicional
“Hatchô missô” que é usada neste restaurante.

Restaurante com longa tradição na preparação do “Missô Nikomi Udon”
Yamamotoya-Okute é um restaurante que possui
longa tradição na preparação do “Missô Nikomi
Udon” e desde 1925, quando foi fundada em Ôsu, na
cidade de Nagoya, continua a proteger a receita,
sabor e filosofia de seu fundador. O Missô Nikomi
Udon é um prato regional de Aichi, que introduz em
seu cozimento macarrão grosso e na sopa são
usados Dashi (caldo japonês feito de peixe e algas) e
a especialidade local, o missô Hatchô. No Missô
Nikomi Udon feito no Yamamotoya-Okute são usados
tanto o udon quanto o missô feitos pela casa.

Missô nikomi udon

Como é Aichi na verdade...
Aichi é uma província onde há muitos brasileiros. Comparando o
número de residentes brasileiros em cada província do Japão, Aichi
além de ficar em terceiro lugar, possui uma comunidade brasileira
estabelecida (aproximadamente 47 mil brasileiros em 2015). Embora
fique do outro lado do mundo, há uma conexão entre o Brasil e Aichi.
Aichi no Período de Guerras (século XV e XVI) também foi a terra
natal dos generais, Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi e Ieyasu
Tokugawa. A força desses três era extraordinária e Ieyasu
Tokugawa se tornou o general que conquistou o país. Tais senhores
da Guerra adoravam o "missô Hatchô"

Aichi

Qual é diferença?

Que tipo de missô é o missô Hatchô?
Para
começar,
missô
é
um
tempero
importante,
indispensável na culinária japonesa. Há uma grande
variedade de tipos de missô mas, mesmo no Brasil, são
produzidos principalmente o missô vermelho e o missô
branco. No Japão, o missô vermelho é produzido no leste e o
branco no oeste.
O missô vermelho é feito de arroz e sal ou soja e sal. Já o
missô branco é feito de soja, arroz fermentado e sal.
Basicamente, o sabor do missô vermelho é salgado e o missô
branco tem como característica ser levemente adocicado. O
missô Hatchô é produzido somente na região Tôkai, como na
província de Aichi, e suas matérias-primas, como no missô
vermelho, são soja e sal. No entanto, comparando com outros tipos de missô, tem um
longo período de fermentação e conserva-se com qualidade estável por um bom tempo. O
missô Hatchô fica com um sabor mais intenso, agridoce, bem definido, característico.
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A fonte de força dos Samurais
Por que os veteranos de guerra adoravam o missô Hatchô? Em
primeiro lugar, o missô tem sido avaliado na dieta do Japão como
um alimento de alto valor nutritivo. Missô contém vitamina E que
ajuda a prevenir o envelhecimento e é rico em fibras o que alivia a
constipação. Além disso os componentes do missô controla o
colesterol e a gordura neutra, previndo assim também doenças
cardíacas. É exatamente o que "mantém o médico longe". O missô
Hatchô não têm só essas características, como já foi mencionado,
é possível preservá-lo por um longo período de tempo. Além disso,
ao comparar com outros tipos de missô, contém baixo teor de sal
e como possui um forte sabor agridoce, o missô Hatchô é um
missô saudável e possui um sabor forte. Após ter conseguido
conquistar o país, mesmo que tenha passado a morar longe de
Aichi, Ieyasu Tokugawa trazia o missô Hatchô de sua terra natal
para comer.

Exemplos de pratos que usam missô Hatchô
Pode-se usar o missô Hatchô em vários pratos.
Aqui apresentamos de maneira geral, 3 pratos que usam o missô Hatchô. Se houver
alguma dúvida ou pergunta a respeito desses três pratos ou interesse em outros pratos
que usam o missô Hatchô, por favor entrar em contato com Yamamotoya-Okute.
Quando usar missô Hatchô produzido por nós, imprima o panfleto em anexo e, por favor,
distribua-o aos clientes junto com os pratos.

Torta

Dentro da torta há
carne moída cozida e
temperada com sal,
pimenta e missô. Será
que é possível usar o
missô no pastel do
Brasil?

Salada de batata

Como a torta, misturase a carne moída
cozida
com
missô,
com
batatas
e
cenouras cozidas. Por
fim, ajusta-se o sabor
com maionese, sal e
vinagre.

Missô Nikomi Udon

Em São Paulo há macarrão de
Udon e Dashi (caldo japonês
feito de peixe e algas), por isso é
possível fazer Udon e o caldo.
Normalmente, os legumes e o
frango do Missô Nikomi Udon são
colocados no final. Também
podem
ser
usados
outros
ingredientes a gosto.

Tem algum interesse no missô Hatchô? Yamamotoya-Okute
oferece um missô Hatchô distinto. Como o missô Hatchô do
Yamamotoya-Okute utiliza como base o missô Hatchô
tradicional e combina outros missôs da região para criar seu
próprio missô, seu sabor fica mais acentuado e fácil de
comer. Gostaria de experimentar o missô Hatchô na sua
comida ?
Yamamotoya-Okute
HP http://a-yamamotoya.co.jp/
Tel +81-52-733-7413
Fax +81-52-784-7440
Okute5-9-2, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japão,
464-0854
Email yamamotoya253@gmail.com

Contato:

Podemos entrar em contato em japonês e inglês. Em caso de contato em português, demoraremos um
pouco para responder.
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チームみそにっこ 英語版日本語訳
［１ページ］名古屋人からこんにちは（タイトル）
ようこそ！私たちは日本の中心にある愛知県に住む大学生です。名古屋は主要都市です。この地域の独特な特徴と名古
屋駅から行きやすい場所をいくつかご紹介したいと思います。地下鉄は名古屋を巡る上で最も便利な交通手段です。私
たちは安く、簡単に地下鉄に乗れる一日乗車券を買うことをおすすめします。次の項目ではこの一日乗車券の詳細をご説
明します。
地下鉄一日乗車券 昇竜道地下鉄一日乗車券は便利で経済的なチケットです。名古屋市営の地下鉄、バス、めーぐるバ
スが一日乗り放題になります。短期訪日外国人のみが購入可能なので、購入する際にはパスポートとビザを提示する必要
があります。

［２ページ］
名古屋駅（乗車券発売所）にて1枚600円で購入できます。改札機を通る際はチケットを改札機に入れていただき、通った
らチケットを回収してください。再発行は不可なので、紛失にはご注意ください。より詳細な情報はこちら。
観光地 大須観音エリア
大須観音 大須観音は名古屋の中心にある人気のお寺です。日本の三大観音（仏教の聖地）のひとつです。大須観音は
元々は隣の岐阜県に1333年に建設され、1612年に現在の場所に移転しました。

［３ページ］
からくり人形劇：織田信長 玉屋庄兵衛は愛知に住む偉大なからくり人形師です。玉屋庄兵衛の名は初代玉屋庄兵衛が
1733年に京都から名古屋へ移住して以来受け継がれています。現在の玉屋庄兵衛は9代目です。2005年に9代目は大英
博物館にお茶くみ人形を寄贈しました。日本には人形師が多くいますが、280年以上もからくり人形の技術を次世代に伝
えているのは玉屋だけです。大須にある万松寺で玉屋の作品である織田信長を見ることができます。信長のからくり人形
は1994年に8代目によって作られ、2011年に故障した際は、9代目が人形を修理しました。劇は約5分です。
実施時間 10時/12時/14時/16時/18時
（コメント）大須観音のそばには商店街があります。そこにあるお店に入ったり、色々な食べ物を食べたりすることをおすす
めします。絶対に楽しいですよ。

［４ページ］
観光地 覚王山エリア
日泰寺 日泰寺は覚王山エリアにある仏教のお寺です。日本で唯一特定の宗派を持ちません。日泰寺は1904年にタイか
ら送られた釈迦のご新骨を祀る為に建造されました。釈迦のご真骨は奉安塔と呼ばれる15mの塔に安置されています。
（残念なことに奉安塔は非公開です）
日泰寺はタイと日本の友好の象徴でもあります。境内ではタイ由来のデザインを見ることができます。19の宗派が協力して
日泰寺の管理をしており、各宗派の管長が3年交代で住職を務めています。
kususu kususuはボタン専門店です。豊富な品揃えで、ボタンを自分で選んでアクセサリーなどを作ってもらえます。

［５ページ］
営業時間 10時～21時 定休日 毎週火曜日、第五月曜日 アクセス 東山線 覚王山駅 1番出口より徒歩4分
電話番号 052-759-5595 (日本語対応のみ) E-mail: k.kususu@gmail.com Instagram: kususu_button_material
Googleマップ
（コメント）上の写真は私たちが実際にボタンを選んでいるところです。茶色のボタンはヤシの木から作られたもので、残り
のボタンは貝製です。これらのかわいいイヤリングは私たちが作ってもらったものです。1時間くらいでできますよ！
お気に入りのカフェ いち倫 いち倫は覚王山にある日泰寺のすぐそばにあります。

［６ページ］
店舗は古民家をリフォームしたもので、日本庭園も楽しめます。ここでは竹籠に入ったランチや和菓子を味わえます。古民
家に興味があっても、旅行中に実際に中に入れることはめったにないですよね。このカフェはそんなあなたの願いを叶え
てくれます。
営業時間10時～17時
定休日 月曜日・火曜日・水曜日 アクセス 東山線 覚王山駅 1番出口より徒歩8分

［７ページ］
電話番号 052-751-1953 (日本語対応のみ) Googleマップ
（コメント）日本様式の建物ですが、床に座る必要がある畳の部屋だけでなく、西洋様式の部屋もあるので、心配せずに訪
れてみてくださいね。
名古屋めし 愛知の料理の多くは味噌を使っています。名古屋は独特な八丁味噌で有名です。そして、日本で最初に創
業した味噌会社は愛知に。ここでは、名古屋の味噌料理のひとつである味噌煮込みうどんをご紹介します。味噌煮込みう
どんは八丁味噌を味わえる名古屋めしのひとつです。味噌煮込みうどんは味噌を煮込んだスープと太い麺で出来ていま
す。愛知の特産品であるムロアジを出汁に用いています。濃いスープは塩味が強く、量も十分です。山本屋大久手はこの
味を味わってみる上で完璧なレストランです。

［８ページ］
山本屋大久手は約100年間味噌煮込みうどんを作り続けています。愛知県産の材料しか使わず、お客さんと真の名古屋
めしを分かち合うことに情熱を注いでいます。八丁味噌は渋みがあるので、甘い白みそと出汁をブレンドし、マイルドな味
にしています。味噌煮込みうどんのもう一つの独特な点はかための麺です。一般的なうどんは柔らかい食感を生み出す為
に塩を加えますが、山本屋大久手は塩を使わない伝統的な方法で麺を作っています。その結果、かための食感の麺にな
るのです。
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山本屋大久手は店内で手打ちうどんを作っています。うどん作り体験も提供しているので、職人が行っている方法で実際
にうどんを作ることができます。職人は日本語で話しますが、心配しないでください。職人は英語を話すことは出来ません
が、実際に作っているところを見るので難しくはありません。名古屋の料理を体験できる貴重な機会ですよ。うどん体験に
参加してみてはいかがですか。

［９ページ］
PRをこちらで見ることができます。体験料金は5000円です。1日前に予約することができます。申し込みは英語ですので、
簡単に記入できます。予約と英語によるより詳しい情報はこちらから。
山本屋大久手 営業時間 11時～22時 （ラストオーダー 21時） 定休日 月曜日 （祝日の場合は営業し、翌日休業）
アクセス 桜通線 吹上駅 1番出口より徒歩3分 東山線 今池駅 8番出口より徒歩8分
電話番号 052-733-7413 (日本語対応のみ)
（コメント）はじめて山本屋大久手を訪れた際に最も印象的だったのは店内の温かい雰囲気でした。私達は海外の友人た
ちとうどん作り体験をしたのですが、本当に作るのも食べるのも楽しかったです。
どうぞよい旅を！

チームみそにっこ 中国語版日本語訳
［１ページ］地元民の日本料理 寿司？刺身？×あなたの既成概念を覆す日本料理のすすめ（タイトル）
日本旅行はどこに行けばいいんだろう？東京？大阪？それとも京都？ どの場所にもその場所の魅力があるけど、日本
食を求める旅なら、逃してはいけない場所は、日本の第三都市、名古屋がある愛知県です！ 各方面から日本食文化を
体験するのに、日本各地を歩き渡ることなんてしなくてもいいんです。愛知県にさえ来れば、日本食を味わうという目標だ
けじゃなく、自分の手で日本料理を作るチャンスだってあるし、長い歴史の中で変わらない伝統的な和の文化を感じること
もできちゃいます。愛知県に来て、日本食文化の旅を始めよう！

［２ページ］日本抹茶の公認ブランド―西尾抹茶
抹茶といえば、皆さんが思い浮かぶのはたぶん宇治抹茶ですよね。でも最も知られている宇治抹茶は日本抹茶の代表で
はないです。宇治抹茶以上に信頼があるのは、愛知県西尾地域で生産される西尾の抹茶です。西尾の抹茶はただの抹
茶のブランドではなく、抹茶を含む緑茶ブランドの中で、公認されている抹茶のブランドなのです。抹茶ブランドと認定され
ている西尾抹茶は、丁寧に育てられているだけではなく、水や土にもこだわり、生産量だって日本一なのです。この抹茶
都市の抹茶飲食店なら、あなたも絶対食べて損しないはず！西尾の抹茶デザート屋さんはどれも捨てがたいけど、ここで
は中の一軒を紹介します。
茶房茶游 こちらのお店は、西尾市桜町駅付近にあり、抹茶工場の直営店です。すべてのメニューは自家製の新鮮な抹
茶を使用しており、どのメニューも手作りにこだわっています。店内では、飲む抹茶以外に、ソフトクリームやパフェなどす
べてのデザートが抹茶味なのです。最も特徴的なのは、他では食べられない抹茶そばです！ひとつで二種の日本伝統料
理を味わえるなんて、食べなくちゃだめだね！

［３ページ］ 長い歴史を持つご当地料理 味噌煮込みうどん
伝統的な日本名物の抹茶の他にも、愛知県にはまだまだたくさんの食文化があるんです。手羽先から揚げ、ひつまぶし、
鉄板ナポリタン、台湾ラーメンなど、愛知のご当地グルメは日本国内でも名高いものばかり。多くの愛知名物の中で、今回
紹介するのは、歴史長い味噌煮込みうどんです。
山本屋大久手 こちらのお店は名古屋千種エリアの創業百年になる老舗です。ここで最も有名なのが、八丁味噌を存分
に使用した名古屋名物：味噌煮込みうどん！ こちらのお店の味噌煮込みうどんはなんと百年不変の味なのです。こんな
にも長い間続いた味なら、あなたもきっと納得する味ですね。
山本屋大久手’s POINT 百年間変わらぬ製造方法 愛知県産の食材 伝統を守りながら、新しい料理開発に取り組
む姿勢

［４ページ］
こちらの山本屋大久手のこだわりが、他にはない新しい名古屋名物を誕生させました。それは、カレー煮込みうどんです。
もちろん、材料はすべて愛知県産のものです。山本屋大久手は、初代山本屋の伝統と理念を引き継いでいます。初代は、
1923年に山本にこみとして創業し、その後山本屋大久手に改号した。100年の歴史の中で、山本屋は人気店になり、店内
の変わらぬ懐かしい雰囲気はどこか暖かさを感じます。本店では、うどん手打ち体験をすることができます。店内で作り、
百年の老舗で自分の作るうどんを味わうことができます。（3500円）
ここのおすすめ味噌煮込みうどんは店内で食べる以外に、お家で味わうこともできます。お店では、うどんと味噌のセット
を販売しており、野菜などの食材さえ準備すればできあがりです。また、中国の有名なネットショップ陶宝でも同じ商品を買
うことができますよ！
住所：名古屋市千種区大久手5丁目９－２ アクセス：名古屋市地下鉄桜通線吹上駅より徒歩3分
TEL：052-733-7413 ホームページ：a-yamamotoya.co.jp

［５ページ］ 日本の工場で醸造文化体験
次は、名古屋名物味噌煮込みうどんの味噌をみてみましょう。
多くの愛知県名物が使用している味噌は、皆さんがよく知っているものとは違うかもしれません。それは愛知の歴史ある食
文化の代表の一つ、八丁味噌です。
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まるや八丁味噌 日本最古の味噌工場、まるや味噌は1337年に設立されました！ 700年間変わらない味噌は、日本に
来たのならば行かない手はないですね。まるや八丁味噌は愛知県岡崎市にあります。八丁味噌はもともと、岡崎城より八
丁離れた場所で作られた味噌を指します。しかし、人気が集まり、今では味噌のブランドになりました。ここの味噌蔵には、
変わらぬ味噌のにおいが漂い、何百年もの歴史ある味噌の桶には感動するはず。ゆっくりと味噌の歴史を理解すると、工
場では無料で味噌こんにゃくを試食ができます。歴史ある発酵された味噌を絶対に逃してはだめですよ！
工場の売店では、多くのここだけの商品があり、贈り物としてはぴったりですよ。
見学時間 9:00 – 16:20（12:00 – 13:00 休息）毎時0分と30分に見学を始めます。（例えば：10:30 11:00 16:00 16:20 少人
数の場合は、予約しなくても大丈夫）
アクセス：名鉄名古屋本線岡崎公園前駅より徒歩4分 ホームページ：http://www.8miso.co.jp/
日本最古の味噌蔵以外、愛知県にはもう一軒1600年代に創業した味噌蔵があります、カクキューです。

［６ページ］
カクキュー こちらの味噌蔵は17世紀はじめに創業され、前に紹介したまるや八丁味噌と同時期に味噌づくりを始めたの
ではないかとも言われています。二軒とも岡崎市にあり、日本最長の味噌づくりの歴史を持っています。カクキューは味噌
蔵の他、さまざまな味噌料理を提供するレストランや売店、また味噌の歴史を良く知ることができる資料館もあります。
※ここには中国語のパンフレットがあります。
見学時間 平日：10:00 – 16:00 週末：9:30 – 16:00 (12:30 -13:00休息 ) 毎時0分と30分にガイド付きで見学を始めま
す。（例えば：10:30 11:00 13:00 13:30 少人数の場合は、予約しなくても大丈夫）
アクセス：名鉄名古屋本線岡崎公園前駅より徒歩5分
ホームページ：http://kakukyu.jp/
近年では有名な日本食文化は味噌ですね、味噌もまた日本料理の代表ともいえます。この二軒の有名な味噌蔵が愛知
県にあることから、愛知県は日本食文化のはじまりとも言えますね。日本に来たなら、日本食の発祥地に行かないとね。

［７ページ］ 日本ののどかな風情を楽しむ旅
愛知県は長い歴史を持つ食品工場以外に、郊外にいったかのような農場牧場があります。私たちが毎日口にしているも
のがどのようにしてできているのかを知りたい人は、これらの場所を訪れれば良いです。ここで紹介するのは、豊田市付近
にある愛知牧場です。名前を見ればどのような場所なのか想像できますよね？
愛知牧場では、とてもかわいい牧場の動物たちに触れることができます。たとえば、ウサギや鹿、ミニブタなど。近距離でこ
れらの動物と触れ合えるのは、ほかの場所ではなかなか体験できません。
ここでは、動物のえさやり、馬乗り、乳搾りを体験することができます。さらに、電話で予約すれば、手作りのアイスクリーム
や、バター、ウィンナーを体験できます。どの体験も1000円あればでき、あなたの日本食の旅にぴったりです。ここは、都市
の中心部からは少し離れているけど、でも、動物が好き、自然が好き、または手作り体験が好きな旅行客にとっては、来る
に値する場所のはず！動物たちは、平日は休んでいることもあるので、週末に来られるように計画してくださいね！
営業時間：10時から17時（各施設により異なり、また体験時間は限定されています）
アクセス：名鉄豊田線黒笹駅より 徒歩十分ホームページ：http://www.aiboku.com/

［８ページ］ おすすめ愛知土産特集！
おなか一杯になったら、買って帰るもの考えなきゃね。日本に来たなら日本らしいお土産を、愛知に来たなら愛知の特産
品を買わないとね。ここでは4つ、愛知のスーパーでも買える、特徴的で、だけど安くて絶対に喜ばれる愛知県の食物を紹
介します。
つけてみそ、かけてみそ この調味料は、味噌発祥地の愛知じゃないと買えない限定品ですよ。どんな料理でもちょっとプ
ラスするだけで、簡単に名古屋めしのできあがりです！
スガキヤラーメン 愛知県だけのスガキヤラーメンは、老若男女が好きなご当地グルメです。お家でもお店の味を再現でき
るので、一緒に来られなかった友達にはおすすめです。
赤から鍋のもと この鍋のもとも、簡単に名古屋料理の代表、赤からのお店を自宅で再現できます。多くのスーパーで2種
類の辛さを用意しています。帰国しても肉と野菜入れるだけでできて、手間いらずです！
駄菓子 この駄菓子は愛知県ならだれでも知っているものです。1つは100円もかからないので、自分で食べるだけじゃな
く、親戚の子供たちにあげても絶対に喜んでくれます。
この四種類の名古屋名物は、他県からの日本人の観光客ですら買って帰るものだから、海外からの皆さんなら、もっと買
わないとね。
※今回おすすめしているスポットでは、中国語での対応はできません。出発前に電子辞書などの翻訳ツールを準備して
ね！日本語ができなくても大丈夫、簡単な英語でも貴重な旅行になること間違いないです！

チームみそにっこ ポルトガル語版（BtoC)日本語訳
［１ページ］八丁みそ サムライの強さの源（タイトル）
［２ページ］
八丁みそって何？ そもそも味噌とは、日本料理には欠かせない重要な調味料です。八丁みそは大豆と塩から作られ、他
の味噌と比べ熟成期間が長く、品質が安定することで日持ちします。さらに、塩分が少ないにもかかわらず、味はよりハッ
キリとしたものになっています。八丁みそが生産される愛知県には多くのブラジル人が住んでおり、在日ブラジル人数が全
国で3番目に多い地域です。（2015年で約47,000人）そんな愛知県は、戦国時代（15世紀末から16世紀末）を台頭した武
士織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の出身地でもあるのです…
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［３ページ］侍たちのパワーフード
百戦錬磨の侍たちが重宝したのが、そう！八丁みそなのです。江戸時代に天下統一を果たした徳川家康は、武士たちの
食事に八丁みそを使用していました。なぜ侍たちは八丁みそを愛したのでしょう？まず、みその栄養価が高く、様々な健
康効果があるからです。
日持ちする ＋ コレステロール抑制、心臓疾患予防／老化予防／快便

［４ページ］八丁みそを味わってみよう！あなたの好きなスタイルで
八丁みそは様々な料理で使うことができます。
パイ パステウの具材に味噌を混ぜてみるのはいかがでしょう？ ポテトサラダ いつもと一味違うポテトサラダに。
味噌煮込みうどん 味噌煮込みうどんとは、八丁味噌とだしで作った汁に、かための太いうどん・野菜・鶏肉を入れて煮込
んだ、愛知県の郷土料理です。好きな具材と一緒に煮込んでみましょう。
お問い合わせ 山本屋大久手は、1925年、愛知県名古屋市大須にて創業して以来、初代の味や製法、そして理念を守り
続けている「味噌煮込みうどん」の老舗です。八丁みそをベースにした当店特製の味噌も提供しております。
山本屋大久手 HP http://a-yamamotoya.co.jp/ Tel +81-52-733-7413 Fax +81-52-784-7440
464-0854 愛知県名古屋市千種区大久手5丁目9－2 Email yamamotoya253@gmail.com
※日本語・英語対応可。ポルトガル語の場合、対応にお時間をいただきます。

チームみそにっこ ポルトガル語版（BtoB)日本語訳
［１ページ］新たな味噌を試してみませんか？八丁味噌体験企画（タイトル）
山本屋大久手店は、主に愛知県名古屋市の名物「味噌煮込みうどん」を提供しています。この度は、本店で使用している
伝統の味噌「八丁味噌」を使った料理提供企画を提案いたします。
郷土料理味噌煮込みうどんの老舗 山本屋大久手は、1925年、愛知県名古屋市大須にて創業して以来、初代の味や製
法、そして理念を守り続けている「味噌煮込みうどん」の老舗です。味噌煮込みうどんとは、愛知名産の八丁味噌とだしで
作った汁に、かための太いうどんを入れて煮込んだ、愛知県の郷土料理です。山本屋大久手の味噌煮込みうどんに使わ
れているうどんも味噌も、本店特製のものです。
実は愛知県は… 愛知県には多くのブラジル人がいます。在留ブラジル人数を都道府県別にみると、愛知県は第３位と
なっており、ブラジル人コミュニティも形成されています。（2015年で約47,000人）ブラジルから見れば地球の反対側にある
とはいえ、繋がりがある場所なのです。 そして愛知県は戦国時代の武将織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の生誕地でもあ
ります。この三人の武将の強さはずば抜けており、徳川家康は天下統一を果たして征夷大将軍になりました。そんな武将
たちが愛したのが、「八丁味噌」だったのです。
何が違う！？八丁味噌 では、一体八丁みそはとはどんな味噌なのでしょうか。そもそも味噌とは、日本料理には欠かせ
ない重要な調味料です。味噌には様々な種類がありますが、ブラジルでも実際に製造されているのは主に「赤味噌」と「白
味噌」です。日本では赤味噌は東日本で、そして白味噌は西日本にて生産されています。赤味噌は米と塩、または大豆と
塩から、白味噌は大豆、米麹と塩から作られます。基本的に赤味噌は鹹味が強く、白味噌は上品な甘さが特徴となってい
ます。八丁味噌は愛知県のような東海地方のみで生産される味噌で、原材料は赤味噌のように大豆と塩となっています。
しかし、他の味噌と比べ熟成期間が長く、品質が安定することで日持ちします。旨味が倍になり、甘辛く、ハッキリとした味
が特徴的です。

［２ページ］
武士のパワーの源 なぜ百戦錬磨の武将たちは八丁味噌を愛したのでしょう？ そもそも味噌は栄養価の高い食べ物と
して、日本の食生活で重宝されてきました。味噌に含まれるビタミンEは老化を防ぎ、食物繊維は便秘解消につながります。
さらに味噌の成分はコレステロールの上昇や中性脂肪を抑制し、心臓疾患の予防にもなります。まさに「医者いらず」です
ね。八丁味噌はこれらの特徴だけでなく、先ほど述べた通り、日持ちするために長時間の保存ができたというのもあります。
さらに他の味噌と比べて塩分が少ないにもかかわらず、旨味成分が高いので、八丁味噌はヘルシーかつ味の濃い味噌な
のです。天下統一を果たした徳川家康は、愛知を離れて暮らすことになっても、故郷から八丁味噌を取り寄せて食してい
たほどです。
八丁味噌を使った料理例 八丁味噌はいろいろな料理に使うことができます。ここでは味噌を使った3つの料理をおおま
かに紹介しますので、詳細や他の料理例など興味がありましたら、山本屋大久手までお問合せください。
また、実際にこちらの八丁味噌を使用していただけるのであれば、その際に添付したパンフレットを印刷し、料理と共にお
客様にお渡しくださいますようお願いいたします。
パイ 味噌と塩コショウで味付けていためた牛ひき肉が中に入っています。ブラジルのパステウでもできるのではないで
しょうか。 ポテトサラダ パイと同様、味噌を入れていためたひき肉を、蒸したジャガイモと人参と混ぜ、そして最後にマヨ
ネーズ・塩・酢で味を整えます。 味噌煮込みうどん サンパウロにはうどんの麺もだしもあるので、スープとうどんを作ること
が可能です。普通の味噌煮込みうどんには、野菜と鶏肉も煮込んで最後にのせます。お好きな具材を使ってみてもいい
でしょう。 八丁味噌に少しでも興味を持っていただけたでしょうか。山本屋大久手は特製八丁味噌を提供いたします。伝
統ある八丁味噌をベースにし、地元特産の他の味噌を独自にブレンドすることで、より食べやすく、深みのある味を兼ね備
えたものです。お好きなスタイルで八丁味噌を試してみませんか。お問い合わせはこちらまで。
山本屋大久手 HP http://a-yamamotoya.co.jp/ Tel +81-52-733-7413 Fax +81-52-784-7440
464-0854 愛知県名古屋市千種区大久手5丁目9－2 Email yamamotoya253@gmail.com
※日本語・英語対応可。ポルトガル語の場合、対応にお時間をいただきます。
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チーム ラフト
有限会社スギウラクラフト

英米学科
英米学科
ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
中国学科
国際関係学科
国際関係学科

小笠原令奈
中山幸子
中野優
山本彩乃
ソウザアユミ
花井美咲

［広報成果物］
日本語・英語・ドイツ語・中国語・ポルトガル語
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実際のレイアウトは、以下のURLからご覧ください
URL https://matome.naver.jp/odai/2151634863413160701

もうすぐ父の誕生日だ。
というあなた。お父さんへのプレゼントはもう決まった？
毎日使えるものを贈りたい。お父さん、いつもありがとう。
お父さんへのプレゼントというと、
１位 ネクタイ ２位 衣類 ３位 酒

でも、お父さん何をあげたら喜んでくれるんだろう。
（Twitter引用1件）
そういえば最近、お父さんの健康が心配。
腰痛に悩むお父さん
健康面の悩み、男性で一番多いのは腰痛。

腰痛による悪影響
長時間の同じ体勢は腰痛と
それに伴うストレスも引き起こす
腰痛に効果があるものって…

http://www.vegebible.net/entry/2017/11/08/070000

腰痛の改善・予防に効く食事
ナイアシン、ビタミンB6、鉄。全部とれるのは「マグロ」「カツオ」
痛みを和らげるセトロニンというホルモンの分泌を促します。
内面からのケアは日々の積み重ねが大切。

よく車を運転するお父さんに【14,000円～】

腰に悩みを抱えているお父さんを
クッションでやさしく支えます

➡Amazonへジャンプ

リンク） 【誕生日】父親が必ず喜ぶ！
おすすめ人気プレゼント20選 |
MONKEY[モンキー]
http://mnky.jp/42988

リンク） 「腰痛」悩みは男性1位、女性2位！
改善＆予防食 - 野菜＆果物の美養栄養学

即効性があるのは外部からのケア
毎日使ってもらいたい。
時間のある時しかケアできないなんて、
つらい腰痛を和らげてくれる商品はないの？

ミッションプライズ スギウラクラフト
アメージングGT

日本語 Naverまとめ記事

リンク）肩こり解消グッズランキングTOP25|
口コミで人気のおすすめ商品-カウモ
https://kaumo.jp/topic/58189

その人にあわせて取り外し調整できるクッションパーツ！
自分の体に合わせてクッションパーツをカスタマイズできま
す。快適な姿勢で運転時の腰痛を軽減【14,000円～】
Mission Praise(ミッションプライズ) ス
ギウラクラフト AMAZING GT (アメー
ジングGT) シートクッション
ULTIMATE (アルティメイト) モダンブ
ラック/ジャーマン

世界初の体型や悩みに応じてカスタマイズできる自動車専用サポート
クッション
マジックテープで取り外し装着可能なクッションパーツで、自分だけの
正しい姿勢を
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腰痛持ちです。埼玉から九州までのドラ
イブすることになり、少しでも負担を軽減
できればと思い購入いたしました。この座
椅子のおかげで腰痛で困ることなく旅行
を楽しめました。

デスクワーク用にも◎
オフィスチェアはもちろん、自宅用でも使えます。

どんな椅子にも装着可能【9,000円～】
これを使い始めてから
【ミッションプライズ】 【姿勢矯正クッション】
腰痛が無くなった。
JIM-DRIVE(ジムドライブ) JD-2 ウエスト
パット 美しさをつくる美座椅子 健康的に、
出典【楽天市場】【ミッションプライズ】 【姿勢矯
美しい姿勢をサポートする着座用パット
正クッション】 JIM-DRIVE(ジムドライブ) | みん
532P16Jul16
なのレビュー・口コミ
父の日のプレゼント
長距離運転多めの父へ、運転が楽
になればと購入してみました。とりあえ
ず自分の車に試着してから渡そうかと。
調子良ければ自分用に追加購入し
ようかと。プレゼントとしては妥当な金
額かなと思います

軽いから持ち運びも楽♪
超軽量 998グラム！
気分に合わせて両面どちらのデザイ
ンも楽しみたいお洒落なお父さんに
【10，000円～】
リバーシブルで、裏表両方使えます。
【自動車専用クッション】リバースポルトシリーズ「ジェーン」

出典【楽天市場】購入者さんのスギウラクラフト ミッ
ションプライズ シートクッション ドライブ専用 クッショ
ン リバースポルト | みんなのレビュー・口コミ

リンク）Mission-Praise
http://www.mission-praise.net/

そのまま洗濯機で洗える！
家庭用の洗濯機で洗えます。
衛生面◎

父の日サプライズ5選｜プレゼントも贈り方も
パパが喜ぶ一工夫｜きになるきにする
http://kinisuru.com/fathersday-surprise-4550

さあ、プレゼントを贈ろう。
サプライズ演出、プレゼントに手紙を添え
たりしたら喜んでくれること間違いなし！

リンク）Mission-Praise STORE / TOPページ：オフィスで、車で、姿勢の改善・負担を軽減するクッション
https://mission-praise.com/shop/html/
➡Amazon/楽天へジャンプ
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英語版Webサイト用記事

GTの特徴
Mission Praise Made in Japan をクリック
すると、会社概要ページにジャンプ

スギウラクラフトの強み
フレームシステムによる立体構造

体圧分散テスト結果

材質と特徴
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さまざまなシーンで使用できる
ラインナップ

商品の写真をクリックすると
スギウラクラフトの商品紹介ページへ

モノづくりへの思い

「ミッションプライズ」とは
会社概要
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日本語 小学生対象講座資料
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ポルトガル語 Webサイト
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チームラフト 英語版日本語訳
［１ページ］ミッションプライズ メイドインジャパン
進歩したドライバーを支える技術、ミッションプライズ ミッションプライズの最高の技術で作られた それがAmazing GT
✓ 世界初のカスタマイズ式カーシートクッション
✓ 最大10個の取り外し可能パッド
✓ 姿勢を正すデザイン
✓ 背中のストレスを軽減するサポート
［２ページ］ 革命的なフレームシステム
我々はドライバーの最高の快適さを求め、人間工学に基づく立体構造を創り出すため刷新的なフレームテクノロジーを使
用しています。 このフレームシステムは自然な体の曲線に合うようにデザインされており、シートの輪郭は優しく、でもしっ
かりとドライバーを抱えます。
［３ページ］
我々の商品は体圧分散と姿勢矯正を保証し、そして腰痛に効果があるのを助けます。
図）体圧の試験画像（株式会社消費科学研究所にて測定）
［４ページ］ 品質の高い材料
・メッシュカバー：通気性がよく洗える ・ポリエチレンフレーム：軽く、保持力がある ・難燃性ウレタンインナー部分：柔ら
かく、そして弾性がある
［５ページ］ 製品ラインナップ
我々の技術が応用されているのはドライブ用品だけではありません。
✓ドライバーに
✓オフィスワーカーに ✓睡眠用に ✓旅行者に
［６ページ］ スタイリッシュなデザイン
我々はドライブと日常を明るくさせる様々な色のスタイリッシュなデザインを提供しています。我々の商品は軽く、持ち運び
も簡単なのでどんなライフスタイルにも適しています。
［７ページ］ プロフェッショナル・スピリット
我々は整った設備と洗練された技術で更なるクオリティの商品を作ることに専心しています。変わらない品質のために、も
のづくりのどの工程においても妥協することはありません。
［８ページ］ ミッションプライズ
我々のミッションは顧客の健康的でいきいきした生活を支え、元気づけることで顧客の皆様の身近な存在になることです。
日本のものづくり精神が我々の大きな原動力となっています。常に新しい挑戦に打ち勝ち未来を創るための努力をし続け
ます。
スギウラクラフト連絡先 Eメール Sugiura-t@mission-praise.com 電話＋81-533-66-0235
住所 本社所在地： 〒444-0124 愛知県額田郡幸田町大字深溝字門前28,29 蒲郡工場：〒443-0038 愛知県蒲郡市
拾石町見取1-23

チームラフト ドイツ語版日本語訳
［左側］
苦なくて楽あり
「みんなに幸せになってほしい！」
杉浦さんは日本の株式会社スギウラクラフトの社長をしている。杉浦社長は、車や椅子用のクッションを生産している。「自
分がつくったクッションで、たくさんの人を幸せにしたい」と彼は言う。最初、杉浦社長は自分がヘルニアに苦しんだことが
きっかけで、自分用のクッションをつくった。そのクッションの噂はすぐに広がり、たくさんの腰の痛みに苦しんでいる人がス
ギウラクラフトのクッションを求めた。製品のアイデアは、杉浦さんの誰かの苦しみや痛みをなくしたい、という想いから生ま
れる。

［中央］
車いすのためのクッション
ある日、杉浦社長は車いす利用者からたくさんの悩みを聞いた。そこで、すぐに車いす利用者のためにクッションを開発し
た。クッションの一部は自分で自由に取り外すことができ、自分の体に合わせてカスタマイズできる。その上、クッションは
家でも洗うことができる。クッションを使用すると、体の筋肉圧が分散して、疲れや痛みを感じにくくなる。
〇写真の説明 取り外し可能、 背面への効果（使用前と使用後） 臀部への効果（使用前と使用後）

［右側］
いつでもあなたの役に立ちたい
杉浦社長は会社がある蒲郡市に車いす用のクッションを寄付した。彼はその市にある駅にも椅子用のクッションを寄贈して
いる。なぜなら、彼はすべての人に幸せになってほしいと思っているからだ。
クッションはすべて手作り 彼は、日本の素材と技術にこだわって商品を作っている。彼の情熱とものづくりへの愛情は日
本中だけでなく世界に広がり、多くの人を笑顔にそして幸せにしている。
より多くの情報は→mission-praise.comを検索！
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チームラフト 中国語版日本語訳
［1ページ左側］
ドライブするあなたに GT 次世代のホールド感。体型に合わせて自由にカスタマイズできます！ こだわり抜かれたデザ
インであなたを快適なドライブへといざないます。

［1ページ中央］
オフィスで長時間座るあなたに Eライン 適切な姿勢を楽に保つことができ、疲れ知らず！
エックスパット 腰に巻けば腰のサポートに、折りたたんで首に巻けば首当て枕に！ また、マイナスイオンが出るので首
当て枕に使えばよりリラックスできます！

［1ページ右］
楽天カー用品年間総合大賞受賞 こちらから購入できます。 We Chatから日本工場の担当者に連絡してください。

［2ページ右］
世界初の運転姿勢サポートシート 全てハンドメイドの日本が誇るメイドインジャパン商品。今日本で最も注目されている
カー用品、ついに上陸！！
あなたはこんな悩みお持ちではありませんか。ドライブやオフィス仕事では、長時間座ることを余儀なくされます。
・肩こり、腰痛がひどい ・座る時の姿勢も美しく保ちたい ・ワンランク上のドライブを楽しみたい
これらの悩み全て、このミッションプライズシリーズが解決します。
力が三点に集中し、肩こりや腰痛が起きます。体圧を分散させ、身体の負担を減らします。

チームラフト ポルトガル語版日本語訳
［1ページ］
Mission Praise ミッションプライズは、自然に姿勢を矯正し、腰痛などの悩みを軽減することを目的に作られたクッション
ブランドです。次に続く写真で私たちの商品をご覧ください。

［2ページ］
Amazing GT 世界初となる完全アジャスト機能採用の自動車専用モデルです。体型や車のシートの形状に合わせてサ
イドウィングの幅を調整できます。

［3ページ］
RS-1 REVERSPORT 圧倒的なデザインを持つミッションプライズの中の人気No.1のクッションです。
［4ページ］
REVERSPORT DEEN 頭部までしっかり支えるスポーティーなデザインの自動車専用クッションです。
［5ページ］
RS-mini 車、事務、子供の学習机に使えるリーズナブルな値段かつコンパクトなクッションです。姿勢の矯正をするうえ、
腰痛や肩こりを軽減します。

［6ページ］
BT-1 Butterfly ドライブを快適にさせる首と頭をサポートするクッションです。ロングドライブをする人におすすめ！
［7ページ］
J-Cockpit 高級車やスポーツカーに調和するシックなクッションです。
［8ページ］

JD-4 E line 事務などに日常的に使えるとても軽いクッションです。疲労感を軽減してくれます。自動車にも、特に後部
座席に使えます。

購入ガイド
サイト

mission-praise.com/shop/html
www.amazon.co.jp
https://shopping.yahoo.co.jp
www.rakuten.co.jp
店舗販売 Autobacs , Jms, Tokyu-hands
詳しくは www.mission-praise.netにアクセスしてください。
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チーム Giraffic World
小笠原製粉株式会社

ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
中国学科
国際関係学科
国際関係学科
国際関係学科
情報科学科
情報科学科

西尾真帆
中村幸穂
川村優奈
児玉あゆみ
渡部汐里
生田亜裕
宮原彩華

［広報成果物］
日本語・英語・ドイツ語・ロシア語・中国語・動画

65

実際のレイアウトは、以下のURLからご覧ください
URL https://matome.naver.jp/odai/2151391031390267601

日本語 Naverまとめ記事

家事に追われる毎日…
掃除、洗濯、食事の支度、子供の世話…
忙しい毎日をおくる子育てママのみなさん
どうしたら家事が効率的に進むのか、
悩むママさんも多いのではないでしょうか

普段「忙しい」と感じているママは

家事を「なるべく時短で効率的にしたい」ママは

91.7％

出典）
いまどきのママに実態を調査：ママリサ～いまどきママ
リサーチ～ 「子育てママの家事の時短」 | お知らせ |
NEWS | 博報堂 HAKUHODO Inc.
URL
http://www.hakuhodo.co.jp/archives/announcement/38065

今日のごはん何にしよう…
特に大変な食事の支度
献立を立てて、買い物に行って、
調理をして、後片付けをする
時短したいママさんも多いはず

83.8％

パパッと作れるインスタントラーメンに
頼りたい…
今日のごはん ラーメンじゃダメ？
ゆでるだけで出来上がるインスタントラーメン。
最近のインスタントラーメンは味もおいしく、
種類も豊富。
なにより手間がかからず時短にぴったり。

でもインスタントラーメンって
体に悪いってよく聞くし…

今日はインスタントラーメンに頼りたい！！！
そんな日もありますよね

「インスタントラーメン＝体に悪い」
というイメージが強く、
手を出せない方も多いのではないでしょうか

最も多かったのは

アサヒグループホールディングスが行った
調査でも、
多くの人がインスタント食品の安全性に対して
不安を抱いていることが明らかになっています

「原材料の品質や安全性に不安を感じる」

「化学調味料や食品添加物が気になる」
次に

66.1％
48.2％

出典）
インスタント食品はよく食べる？ | 毎週アンケート |
ハピ研｜アサヒグループホールディングス
URL http://www.asahigroup-holdings.com/company/
research/hapiken/maian/bn/200709/00205/#sec05a

そんなあなたに朗報！
安心安全に食べられる
インスタントラーメンがあるんです
【朗報！】
安心安全なインスタントラーメン
「愛知県碧南市を中心とした西三河地方で
1965年から愛され続けるご当地ラーメン
「昭和レトロ」を感じさせるパッケージの可愛さに
注目されがちなこのご当地ラーメン。
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しかし、製粉会社が作っているだけあって、
麺には多くのこだわりが詰まっています

主原料国内産100％
麺に使われる小麦粉・豆乳・米粉は
すべて国内産というこだわり

化学調味料不使用！？
体に悪いイメージのインスタント麺も
これなら安心してお子さんと一緒に食べれるかも？

このラーメン、味の種類が豊富すぎる！ ！ ！
キリンラーメンシリーズ
基本のしょうゆ、塩、みそ、とんこつに加え、
ゆず風味、トマトスープ、フグ鍋みそ味など
変わった味もあるよう
もちろんすべて国産主原料を使用しています
パッケージを見ながら
お子さんと一緒にラーメンを選んだりしても
楽しいかも！

口コミが気になる…
ご当地ラーメンということもあり、
あまり知られていないこのラーメン
味の感想が気になるところ…

【リンク】
今や全国人気のキリンラーメン２０種類を実食して
勝手にランキングしてみた
TABIZINE～人生に旅心を～
URL https://tabizine.jp/2016/07/06/86392/

そこで、
実際食べた方の口コミを集めてみました

でも手抜きしてるって思われないかな…
安心安全な麺なのはいいけど、献立の一品として出すには、手抜きって思われそう

アレンジレシピもこんなにたくさん！
インスタントラーメンを使ったアレンジレシピ、
実はこんなにあるんです！
オリジナルラーメンを
お子さんと一緒に作っても楽しそうですね

クックパッド
「インスタントラーメン／アレンジ検索結果」へ
リンク
kurashiru 「インスタントラーメン検索結果」へ
リンク

どこで購入できるの？
今までのインスタントラーメンとは
一風変わったこのキリンラーメン。
スーパーではあまり見かけたことがないという方も
多いのではないでしょうか
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スーパーでの販売のほかに、
雑貨店やサービスエリア、
さらにはレジャー施設での
取り扱いもあるようです

東急ハンズ名古屋店（愛知）：キリンラーメンシリーズ多数
南知多ビーチランド（愛知）：イルカ・アザラシ・チンアナゴ・カレイラーメンのみ
京都水族館（京都）：イルカ・アザラシ・チンアナゴ・カレイラーメンのみ
掛川花鳥園（静岡）：オオハシラーメンは掛川花鳥園様オリジナル、ペンギン
ラーメンのみ
出典）https://cucuru.media/archives/197341

探すの大変そう…
スーパーで探す時間も時短したい！
そんな方にはオンラインストアでの購入をオススメします！

キリンラーメンを製造している小笠原製粉株式会社の
公式HP
このページからキリンラーメンを注文することができます
小笠原製粉株式会社Webサイトへリンク

いつもの食卓にインスタントラーメンを
毎日家事に追われるママのみなさん
手間いらずのインスタントラーメンを
食卓に並べてみませんか？

キリンラーメン公式 LINE＠広報例

麵

このほか、アレンジレシピ、イベント告知方法がチームから提案されました。
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チームGiraffic World 動画紹介
小笠原製粉株式会社が出展する展示会で、海外バイヤーの関心を喚起させることを目的に、動画を作成しまし
た。
チームGiraffic Worldは、外国人の味の好みについて調査するために、小笠原製粉と共同でキリンラーメンの
試食会を行いました。試食会の様子を、撮影し動画資料としています。実際に外国人が食べているシーンを展
示することで、外国人にも好まれる味であることをアピールしています。

試食会ではまず、6種類のキリン
ラーメンのスープを飲み比べて
もらい、好きな味のスープを選
んでもらいました。

続いて、選んだ味の
ラーメンに好みの
トッピングをします。

試食シーンです。
美味しそうに食べ
ている様子が伝
わってきます！

WEBコンテンツの紹介動画も作成しました！
You Tubeに限定公開中です！

Webコンテンツ
紹介動画QRコード

試食会紹介動画
QRコード
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チームGiraffic Worldの英語記事は、Adobe Sparkを利用して作成しました。
掲載URL https://spark.adobe.com/page/RxoYbYTPKw5Jv/

KIRIN RAMEN, BELOVED RAMEN
Ogasawara Seifun Mills Co., Ltd.

Beloved ramen
Kirin ramen has been loved by local Nagoya people for over 50 years.
The ramen noodles are made by kneading together soy milk, rice flour
and wheat flour to create noodles with a pleasing al dente chew. Soy milk
gives the noodles a refreshing taste. Simply add boiling water and mix in
the soup sachet to enjoy the taste of Kirin ramen at home.

Healthy Japanese ramen
The main ingredients in Kirin ramen (wheat flour, rice flour and soy milk) are 100% made in Japan.
Kirin ramen is all natural, with no chemicals, colorants or preservatives. It is recommended for
health-conscious ramen-lovers including people with sensitive stomachs like children and the
elderly.

Ramen for all
Kirin ramen uses only natural plant and seafood ingredients. It
contains no animal products, and no alcohol, making it a halal food
and perfect for pescetarians.

Neat retro package
Kirin ramen is sold in neat retro packaging featuring a giraffe. The packaging remains unchanged
since Kirin ramen first went on sale in 1965.
Kirin ramen is available in a range of different flavors.

What is ‘kirin’?
'Kirin' means giraffe in Japanese. No, it doesn't mean there is giraffe meat in the noodles!
Ogasawara Seifun Mills, the manufacturer of Kirin ramen, wanted their noodles to be loved by
people for a long time. That length of time is represented by the long neck of the giraffe. Giraffes
also have a cute image in Japan.
展示会で配布する
名刺サイズのカード
［左：表面、右：裏面］
QRコードを読み取ると
Web記事が表示される
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Kirin Shoyu Ramen
(soy sauce flavor)
100% Natural
100% Made in Japan.*
100% Halal and pescetarianfriendly
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk

Kirin Miso Ramen
(miso flavor)
100% Natural
100% Made in Japan.*
100% Halal and pescetarianfriendly
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk

Kirin Shio Ramen (salt flavor)
100% Natural
100% Made in Japan.*
100% Halal and pescetarianfriendly
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk

Pengin Ramen (seafood flavor)
100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk

Capybara Ramen
(citrus & soy sauce flavor)
100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk

Iruka Ramen (salty porkbased broth flavor)
100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk

Azarashi Ramen
(sesame & soy sauce flavor)
100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk

Karei Ramen
(curry flavor)
Flounder
is
pronounced
sounds like ‘curry’ in Japanese
100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk
Beppin Tomato Ramen
(tomato soup flavor)
‘Beppin’ means ‘beautiful women’ in
Japanese. These non- fried noodles
include collagen and are made for
those who care about beauty.
Collagen is included
Non-fried noodles
100% Natural 100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour, rice
flour and soy milk

Chin-anago Ramen
(miso flavor)
100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour,
rice flour and soy milk
Beppin Yasai Ramen
(vegetable soup flavor)
‘Beppin’ means ‘beautiful women’
in Japanese. These non- fried
noodles include collagen and are
made for those who care about
beauty. Collagen is included
Non-fried noodles 100% Natural
100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour, rice
flour and soy milk

Beppin Curry Ramen
(curry soup flavor)
‘Beppin’ means ‘beautiful women’ in
Japanese. These non- fried noodles
include collagen and are made for
those who care about beauty.
Collagen is included
Non-fried noodles 100% Natural
100% Made in Japan.*
*main ingredients; wheat flour, rice
flour and soy milk
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チームGiraffic Worldのドイツ語記事は、Adobe Sparkを利用して作成しました。
掲載URL https://spark.adobe.com/page/8ANZIpHcESJLe/

Instantramen - Gaumenschmaus für die ganze Familie!!
In den letzten Jahren genießt japanisches Essen große Beliebtheit in Deutschland.
Mögen Sie japanisches Essen? Mögen Sie Ramen? Denken Sie, dass Sie Ramen essen und
Ramen als Souvenir nach Deutschland mitnehmen möchten, wenn Sie nach Japan kommen? Dann
empfehle ich Ihnen „Kirin-Ramen“. Das sind Instantramen, die Sie vielleicht schon mal
gegessen oder gesehen haben. Was sind „Kirin-Ramen“? Sind sie lecker? Ich stelle Ihnen
„Kirin-Ramen“ vor!!
(Inhaltsverzeichnis)
1.
Was ist „Kirin-Ramen“?
2.
Geeignet als Souvenir!!
3.
Wo kann man „Kirin-Ramen“ kaufen?
4.
Zubereitungsweise von „Kirin-Ramen“
5.
Mundpropaganda

1．Was sind „Kirin-Ramen“?
„Kirin-Ramen“ sind Instantramen, die in der Präfektur Aichi seit
50 Jahren hergestellt werden.Und sie sind in der Präfektur Aichi
sehr berühmt und bei den Ortsansässigen beliebt.Aber sie sind
nicht nur bekannt in Aichi, sondern auch in ganz Japan.
Der Grund dafür ist vor allem diese einzigartige Verpackung!
Und nicht nur die Verpackung, sondern auch der Inhalt ist unglaublich!
„Kirin-Ramen“ haben zwei Merkmale：
1. Mehl, Sojamilch und Reismehl, die in den Nudeln enthalten sind, sind alles
einheimische Rohmaterialien! Wegen der Sojamilch sind sie mild und wegen des
Reismehls sind sie samtig.
2. Lebnsmittelzusätze, Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Konservierungsstoffe,
werden nicht benutzt!
Deshalb sind „Kirin-Ramen“ ungefährlich und gesund, und können von Kindern und
Erwachsenen verspeist werden.
Außerdem ist der Geschmack der „Gemüsesuppen“ ähnlich wie Nudelsuppen, die in
Deutschland berühmt sind, deswegen ist der Geschmack erfrischend und vertraut.
Es gibt noch andere verschiedene Geschmacksrichtungen und unterschiedliche
Verpackungen.

2．Geeignet als Souvenir!!

„Ich möchte etwas nach Deutschland mitnehmen, aber was soll ich
für Souvenier kaufen?“ Dann empfehle ich Ihnen „Kirin-Ramen“!

1. Japanisches Essen, das Sie nach Deutschland mitnehmen können → Auch nachdem Sie
nach Deutschland zurückgekehrt sind, können Sie japanisches Essen genießen!
2. Leicht → Instantramen nehmen im Gepäck nicht viel Platz weg. Selbst wenn die Nudeln
durch den Transport brechen sollten, sind sie immer noch essbar..
3. Interessante Verpackung, die einen gewissen Eindruck hinterlässt → Interessantes
Souvenir für Ihre Familie und Freunde! Versuchen Sie doch mal Ihren Freunden „die
japanische Kawaii-Kultur“ näher zu bringen!
4. Billig als Souvenir - ein „Kirin-Ramen“ kostet nur 2 Euro! →Kaufen Sie doch daher
bitte verschiedene Geschmacksrichtungen und veranstalten eine Ramenparty mit
Ihrer Familie und Ihren Freunden nach Ihrer Rückkehr!
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3．Wo kann man „Kirin-Ramen“ kaufen?
Bei Gelegenheit im Reiseort!

Sunshine Aquarium
（https://www.sunshinecity-global.com/en/）
Pinguin / Meeresfrüchte-Geschmack
Kyoto Aquarium
（http://www.kyoto-aquarium.com/en/index.html）
Delfin / Salz-Tonkotsu-Geschmack, Seehund /
Sesam-Sojasoße-Geschmack, Röhrenaal / MisoGeschmack, Scholle / Curry-Geschmack

Vor Ihrer Rückkehr!

Der Automat im Haneda Flughafen (Tokio)
Airport / Edomae-Sojasoße-Geschmack,
Hiroshima Carp / Sesam-SojasoßeGeschmack
Ort : In der zweiten Etage von Terminal
2, nähe von der Abflughalle B,C der
Inlandsflüge

Die Geschäfte, in den Sie noch andere interessanten Souvenire finden!

TOKYU HANDS - Verschiedene Geschmacksrichtungen
Don Quijote (ドン・キホーテ) - ein japanischer Discounter, der ein sehr breit
gefächertes Produktsortiment von Haushaltswaren bis hin zu Lebensmitteln besitzt.
Verschiedene Geschmacksrichtungen
Village Vanguard (ヴィレッジヴァンガード) - In diesem Gemischtwarenladen werden nicht
nur Bücher und Schreibwaren sondern auch viele Artikel für die unterschiedlichsten
Geschäftszweige wie auch Lebensmittel angeboten. Verschiedene Geschmacksrichtungen
Es gibt weitere Informationen über den Verkaufsort auch auf Facebook.
Kaufen Sie doch daher bitte einige „Kirin-Ramen“, die in verschiedenen Geschäften
verkauft werden!

4．Zubereitungsweise von „Kirin-Ramen“
Die Zubereitungsweise von „Kirin-Ramen“ ist super einfach!
1. 400 ml Wasser zum Kochen bringen. Nudeln in das kochende
Wasser geben und 2 Minuten kochen lassen. Ab und zu umrühren.
2. Hitzezufuhr unterbrechen und Pulver der Suppe einrühren.
Dann in einer Schüssel servieren.
3. Je nach Belieben können Sie Ihr Lieblingszutaten
hineingeben und die Kirin-Ramen genießen.
Sie sind sehr einfach zuzubereiten und zu servieren!
Als kleinen Tipp empfehle ich, auf die Nudeln zum Beispiel Lauch, Sojabohnensprossen oder
Schinken zu geben.
Andere Beispiele…
„Yakisoba“ ist eine berühmte japanische Speise!
Sie können diese Speise auch ganz nach Belieben mit Gewürzen verfeinern.
Versuchen Sie sie doch mal selbst zu zubereiten!
Am 19. 01. 2018 (Freitag) veranstalteten wir eine Kostprobe von
„Kirin-Ramen“ mit insgesamt 8 Austauschstudenten, darunter auch
Deutsche. Sie haben eine von 6 Sorten von „Kirin-Ramen“ gewählt und gekocht. Danach
haben sie auch ihre Lieblingszutaten ausgewählt und ihre eigentümlichen Ramen zubereitet.

5．Mundpropaganda

Eine 20-jährige Frau

„Ich finde die Ramen sehr lecker. Es gibt
viele verschiedene Sorten, was ich gut finde.
Der Geschmacksverstärker ist nicht
enthalten,was ich auch gut finde, weil in
Deutschland alle Instantramen oder Nudeln sehr
viele Geschmacksverstärker enthalten. MisoGeschmack hat mir besonders gefallen.“

Ein 20-jähriger Mann
„Was mir besonders gut gefallen hat, ist,
dass es auch die Möglichkeit gibt,
verschiedene Zutaten hinzuzufügen, und
jeder kann nach seinem eigenen Geschmack
würzen stärker oder schwächer, scharf oder
mild, und dazu kann man auch Mayo oder Miso
genießen. Die Vielfalt mag ich besonders.“

Auf diese Weise wurden „Kirin-Ramen“ auch von Deutschen gut bewertet!
Deshalb probieren Sie bitte einmal „Kirin-Ramen“!
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チーム㻳㼕㼞㼍㼒㼒㼕㼏 㼃㼛㼞㼘㼐 英語版日本語訳
［１ページ］ 愛されるラーメン、小笠原製粉株式会社
愛されるラーメン キリンラーメンは地元・名古屋の人びとに㻡㻜年以上愛されてきました。麺には豆乳、米粉、小麦粉が練り
こまれており、アルデンテのような歯ごたえのある食感を楽しむことが出来ます。味は豆乳のおかげでさっぱりとしています。
調理はカンタン、沸騰したお湯に麺を入れて粉末スープを加えるだけ。自宅で手軽にラーメンが楽しめます。
健康に優しいラーメン 主原料である小麦粉、米粉、豆乳は㻝㻜㻜％国内産です。キリンラーメンは自然のものにこだわって
います。化学調味料、着色料、保存料は使っていません。子どもやお年寄りなど、健康にこだわる人も安心して食べること
ができます。
みんなが楽しめるラーメン また、キリンラーメンは動物性のものやアルコールを含みません。ハラールやペスクタリアンの
人にもピッタリのラーメンです。
レトロなパッケージ キリンラーメンは、キリンの可愛いパッケージで売られています。㻝㻥㻢㻡年の発売当初から変わらない
パッケージです。キリンラーメンの他にも様々な種類があります。
’Kirin’とは？ ’Kirin’は日本語でキリンを意味します。しかし麺にキリンの肉が入っているわけではありません。キリンラー
メンを製造する小笠原製粉株式会社は、自分たちのラーメンがキリンの首のように長い間愛されるように名づけました。

［２ページ］ キリンラーメンシリーズ
キリンラーメン（醤油味） 㻝㻜㻜％自然派 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻝㻜㻜％ハラール＆ぺスクタリアンにやさしい 㻖主原料：小麦粉、
米粉、豆乳
キリンラーメン（味噌味） 㻝㻜㻜％自然派 㻝㻜㻜％国内産㻖㻝㻜㻜％ハラール＆ぺスクタリアンにやさしい 㻖主原料：小麦粉、米
粉、豆乳
キリンラーメン（しお味） 㻝㻜㻜％自然派 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻝㻜㻜％ハラール＆ぺスクタリアンにやさしい 㻖主原料：小麦粉、米
粉、豆乳
ペンギンラーメン（シーフード味） 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳
カピバララーメン（ゆず風味醤油味） 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳
イルカラーメン（塩とんこつ味） 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳
アザラシラーメン（ごま醤油味） 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳
カレイラーメン（カレー味） 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳
チンアナゴラーメン（みそ味） 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳
べっぴんラーメン（トマトスープ味） 「べっぴん」は日本語で「美人」を意味します。ノンフライでコラーゲン配合のこの麺は
美容にこだわる人たちのために作りました。㻝㻜㻜％自然派 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳
べっぴんラーメン（野菜スープ味） 「べっぴん」は日本語で「美人」を意味します。ノンフライでコラーゲン配合のこの麺は
美容にこだわる人たちのために作りました。㻝㻜㻜％自然派 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳
べっぴんラーメン（カレースープ味） 「べっぴん」は日本語で「美人」を意味します。ノンフライでコラーゲン配合のこの麺
は美容にこだわる人たちのために作りました。㻝㻜㻜％自然派 㻝㻜㻜％国内産㻖 㻖主原料：小麦粉、米粉、豆乳

チーム㻳㼕㼞㼍㼒㼒㼕㼏 㼃㼛㼞㼘㼐 ドイツ語版日本語訳
［１ページ］ インスタントラーメン － 家族のごちそう
ドイツで日本食ブームがきている近年… あなたは日本食が好きですか？あなたはラーメンが好きですか？「日本に来て
ラーメンを食べたい」、そして「そのラーメンをお土産としてドイツに持って帰りたい」と思っていませんか？そこでおすすめ
したいのが「キリンラーメン」です！ドイツでも一度は食べたことのある人も多いであろうインスタントラーメンです。この「キリ
ンラーメン」って何だろう？おいしいの？と気になる方に紹介します！
１．キリンラーメンとは？ キリンラーメンは愛知県で生まれたインスタントラーメンです。キリンラーメンは約㻡㻜年の歴史があ
り、地元の人に愛されている人気商品です。しかし、地方の一商品ではなく、日本国中にも知られているラーメンなんです。
その理由は、まずこのユニークなパケージ！さらに、見た目だけでなく中身もすごいんです！
キリンラーメンの特徴は㻞つあります。
①麺に使われる小麦粉（小麦）・豆乳（豆）・米粉（米）はすべて国産㻝㻜㻜％！
豆乳が使われていることでまろやか、米粉が使われていることでもちもちの麺になっています！
②食品添加物（化学調味料・着色料・保存料）不使用！
ほかのほとんどのインスタントラーメンには食品添加物が多く使われており、体に悪い不健康なイメージがあると思います
が、キリンラーメンは違います！
２．お土産に㼓㼛㼛㼐㻍㻍 日本に来て何かドイツに持って帰りたい、お土産何にしようと考えているあなた！ キリンラーメンをお
土産としておすすめします！
〈おすすめポイント〉
① 気軽に持ち帰れる日本食 →ドイツに帰っても日本食を楽しむことができます！
② 軽い →荷物として邪魔になりません！少しくらい壊れても大丈夫！
③ パッケージにインパクトあり、ラーメンと一目でわからないパッケージ →お土産としておもしろいので、家族や友達にぜ
ひ！日本の「 㻷㼍㼣㼍㼕㼕 文化」を友達に広めてみよう！
④ お土産としては安い、一つ２ユーロ →いろんな味を買って、帰国後に家族や友達とラーメンパーティーをしてみては？
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［２ページ］
３．どこで買えるの？
観光のついでに！
サンシャイン水族館 （㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼡㼚㼟㼔㼕㼚㼑㼏㼕㼠㼥㻙㼓㼘㼛㼎㼍㼘㻚㼏㼛㼙㻛㼑㼚㻛） ペンギン㻛シーフード味
京都水族館（㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼗㼥㼛㼠㼛㻙㼍㼝㼡㼍㼞㼕㼡㼙㻚㼏㼛㼙㻛㼑㼚㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘） イルカ㻛塩とんこつ味、アザラシ㻛ごましょうゆ味、チンアナ
ゴ㻛みそ味、カレイ㻛カレー味
帰国前に！
羽田空港ラーメン自動販売機（東京） エアポート㻛江戸前しょうゆ味、広島カープ㻛ごましょうゆ味
場所：国内線第㻞旅客ターミナルビル㻞㻲の出発ロビーの㻮・㻯ゲート付近
面白いお土産が他にも見つかる！
東急ハンズ －多数味あり
ドン・キホーテ － 家庭用品から雑貨までたくさんの商品を取り揃えている安売り店 －多数味あり
ヴィレッジヴァンガード － 書籍や文房具だけでなく、食料品などのさまざまな商品がたくさん置かれている雑貨店 －多
数味あり
このほかの購入場所は、㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗でも情報を提供しています。各地で販売されているさまざまなキリンラーメンを購入して
みては㻍㻫
４．食べ方 食べ方はとっても簡単！
１．お湯㻠㻜㻜㼙㼘を沸騰させ、めんを入れ㻞分間煮てください。
２．めんがほぐれましたら火を止め、スープを加えて混ぜ合わせ、器に移して出来上がりです。
３．お好みで、好きな食材をのせてお召し上がりください。
シンプルなのでアレンジもしやすい！ ねぎ、もやし、ハムなどをのせたり、あなたの好きな食材と一緒に食べてみるのも
㼓㼛㼛㼐㻍 ほかにも・・・日本で有名な食べ物 「焼きそば」に！お好みのスパイスを加えて食べると自分流のラーメンに！
５．口コミ㻞㻜㻝㻤年㻝月㻝㻥日㻔金㻕、ドイツ人を含む計㻤人の留学生とキリンラーメンの試食会を開催しました。㻢種類のラーメンか
ら１つ好きな味を選び、作り、盛り付けるトッピングも各自で好きものを選び、オリジナルのラーメンを作ってもらいました。
〈ドイツ人㻞人の感想〉
・㻞㻜代女性 「このラーメンはとてもおいしかったです。たくさんの種類があるのはとてもいいと思います。ドイツではすべて
のインスタントラーメンに化学調味料が含まれているので、化学調味料が入っていないラーメンはとてもいいですね。みそ
味が一番気に入りました。」
・㻞㻜代男性 「特に気に入ったことは、様々なトッピングを好きなように盛り付けられることです。好きな調味料で味を付け足
して、味を濃くしたり、辛くしたり、マイルドにしたりできます。マヨネーズやみそもおもしろいですね。（ラーメンの味の）多様
性が特に気に入りました。」
このように、キリンラーメンはドイツ人にも好評でした。ですので、ぜひ一度キリンラーメンを食べてみてください！

チーム㻳㼕㼞㼍㼒㼒㼕㼏 㼃㼛㼞㼘㼐ロシア語版日本語訳
［１ページ］一風変わった日本土産を持って帰ろう！！
思い出に何を日本からもって帰ろう？
日本のおみやげと聞いたとき、何を思い浮かべますか。だるま、こけし、まねきねこ、着物、扇子など、おそらく多くの人がこ
れらのものを想像するでしょう。もちろん、全部素敵なおみやげ！！だけど、日本にはこれ以外にもたくさんの魅力的なお
みやげがあります。今回は、意外な日本のおみやげとしてインスタントラーメンを紹介します。インスタントラーメンは安くて、
軽くて、小さいので持ち運びしやすい。そして何よりもおいしい！！ おまけに、家で簡単に日本のラーメンを作って、食べ
ることができます。さあ、知人に、友達に、家族に日本の味をプレゼントしましょう。㻝㻥㻡㻤年、世界初のインスタントラーメンが
日本で誕生しました。それ以来、日本のラーメンは進化し続けています。現在、㻝㻜㻜㻜種以上が日本で売られています。今
回はその中から㻝つ「キリンラーメン」を紹介します。
キリンラーメンっていったい何？

［２ページ］
キリンラーメンは愛知県で生産され、発売以来㻡㻜年間地元の人々に愛されるラーメンです。なんといってもまず目につくの
は、インパクト大なパッケージ。なんで「キリン」なのかって？キリンは首が長くて、みんなに親しまれている動物。「末永く愛
され、親しみやすい商品になってほしい」という願いが込められているんです。今ではテレビにもとりあげられて、愛知だけ
でなく日本中で話題となり、人気となりました。どうしてキリンラーメンは多くの人に長く愛されるのでしょうか？
豊富な種類 キリンラーメンにはたくさんの種類があります。主な味は㻟つ…しょうゆ（赤いキリン）、味噌（茶色いキリン）、塩
（青いキリン）実はキリン以外にもカピバラ、アザラシ、ペンギンなどたくさんの可愛い仲間たちがいるよ。もちろん味も違うか
ら、どれにしようか迷っちゃうね。

［３ページ］
味は㻞㻜種類以上！㻍あなたの好きなラーメンを見つけてね！
安全性 安全なインスタントラーメンっていったいなに？一般的にインスタントラーメンは健康に悪いって言われています、
なぜなら体に有害なものがたくさん含まれているから。でも、キリンラーメンには化学調味料、着色料、保存料が全く使われ
ていません。さらに、ラーメンとしては珍しく、小麦粉以外に麺に豆乳や米が入っています。原料は全て日本産。大人だっ
て子どもだって誰もが安心して食べられます。
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簡単、時短調理！ 「簡単に、すぐ調理できる」これはインスタントラーメンの特徴の一つです。なべと㻠㻡㻜㼙㼘の水と火さえあ
れば、たった㻞分でキリンラーメンをつくれます。
【基本のつくり方】１．㻠㻡㻜㼙㼘の水を沸騰させ、その中に麺を入れ、２分待ちます。 ２．麺が柔らかくなったらすぐ、火を止め
て粉末スープを入れます。 ３．器に移したらできあがり！召し上がれ！

［４ページ］
とっても簡単！ キリンラーメンにはスープと麺以外に具材は入っていません。好きな具材を加えてもよし。特別なものはい
らない、家にある普通の具材で十分です。例えば、キャベツ、ニンジン、ゆで卵にハムなど。好きな具材を加えて自分のオ
リジナルラーメンを作ってみてね！（写真の説明：キリンラーメン味噌味×コーン、卵、ニンジン、のり、ほうれん草）
ラーメンの飾りつけ 日本では、「デコ弁」みたいに料理を可愛く飾り付けることが流行っています。「デコ弁」は「キャラ弁」
のように美しく食材で飾られた弁当のこと。キリンラーメンも楽しく可愛くアレンジしてみてね。食材をデコる道具は「㻝㻜㻜均」
というお店で売っています。㻝㻜㻜均は日本中どこにでもあって、どの商品も㻝㻜㻤円で買えます。インスタントラーメン作りに役
立つ道具も売ってますよ。㻝㻜㻜均でおみやげを探してみるのもおすすめ。

［５ページ］
（写真の説明：動物や花の型抜き。ニンジンとかに使ってね！）（写真の説明：桜型のりぱっちん。）
（写真の説明：レンジでラーメンが作れちゃう。お湯を沸かす必要もないからラクチン！）
キリンラーメンはどこで買える？ 伊勢丹、羽田空港、ドン・キホーテなどスーパーや雑貨屋でも売られている可能性もあ
るから探してみてね。

［６ページ］
他の誰も知らない日本土産としてキリンラーメンをぜひプレゼントしよう！ デコラーメン作りで盛り上がろう！
【会社情報】 小笠原製粉 㼀㻱㻸㻌㻜㻡㻢㻢㻙㻠㻝㻙㻜㻠㻤㻜㻌㼨㻌㻲㻭㼄㻌㻜㻡㻢㻢㻙㻠㻞㻙㻢㻥㻢㻥㻌㼨㻌㻹㻭㻵㻸㻌㼕㼚㼒㼛㻬㼛㼓㼍㼟㼍㼣㼍㼞㼍㻙㼟㼑㼕㼒㼡㼚㻚㼖㼜
㻴㻼㻌㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼛㼓㼍㼟㼍㼣㼍㼞㼍㻙㼟㼑㼘㼒㼡㼚㻚㼖㼜

チーム㻳㼕㼞㼍㼒㼒㼕㼏 㼃㼛㼞㼘㼐中国語版日本語訳
［表紙（１ページ）］ キリン
女性とベジタリアン向けのインスタントラーメン あっさりしていてアレンジができる
日本製 小麦、大豆（豆乳）、米粉、㻝㻜㻜㻑使用 小笠原製粉株式会社
［裏表紙（２ページ）］
種類 ①キリンラーメン 醬油味、②キリンラーメン 塩味、③キリンラーメン 味噌味（化学調味料不使用）
④べっぴんラーメン 野菜スープ味、⑤べっぴんラーメン カレースープ味、⑥べっぴんラーメン トマトスープ味（化学調味
料不使用）、イルカラーメン 塩とんこつ味、カピバララーメン ゆず風味醤油味、ペンギンラーメン シーフード味、アザラ
シラーメン 胡麻醤油味、値段は応相談
注文 個数は相談になりますが、各種類㻢㻜㻜個以上、㻝万個以内で、合計㻟㻜㻜㻜個以上㻟万個以内の注文を想定しています。
小笠原製粉株式会社 住所：〒㻠㻠㻣㻙㻜㻤㻤㻣 愛知県碧南市汐田町㻟丁目㻟㻟番地 電話番号 㻜㻡㻢㻢㻙㻠㻝㻙㻜㻠㻤㻜
メールアドレス 㼕㼚㼒㼛㻬㼛㼓㼍㼟㼍㼣㼍㼞㼍㻙㼟㼑㼕㼒㼡㼚 㻚㼖㼜

［３ページ］
小笠原製粉株式会社の紹介 小笠原製粉株式会社は㻝㻥㻜㻣年創業の愛知県碧南市にある会社です。碧南市は農業が盛
んな町です。小笠原製粉株式会社は地元で栽培された安全な小麦を使って小麦粉を作り、ラーメン、うどん、そうめんなど
の乾麺やかりんとうを作っています。他の材料も出来るだけ地元のものを使用し、地元の生産者の応援にも力を入れてい
ます。小笠原製粉株式会社の主力商品はキリンラーメンです。名前通りキリンの絵のパッケージで広く知られています。ま
た、すべて日本の材料を使った安心安全なラーメンとして消費者にも認識されています。パッケージや味は変えず、㻡㻜年
間お客様に愛されています。
キリンラーメンの特徴
１㻚 安心安全 主原材料である麺は全て日本産㻝㻜㻜㻑です。㻢種類のみは化学調味料は一切使われていません。
２㻚 麺の食感 キリンラーメンの麺は小麦以外にも米粉や豆乳が使われており、モチモチとした食感が特徴です。
３㻚 動物性油不使用 キリンラーメンの麺は植物性の油を使って揚げています。
４㻚 アレンジができる キリンラーメンの味はあっさりとした味なので、アレンジができ、飽きずに食べれます。キリンラーメン
シリーズはこれまで㻣㻜種類発売しています。他企業とのコラボ商品も多く、話題性の高い商品を次々に発売しています。

［４ページ］
ベジタリアンの人でも食べられる！？ キリンラーメン醤油味、塩味、味噌味は魚介類以外の動物性の原料が使われてい
ません。なので、魚介類を食べることができるベジタリアンなら、食べられます。健康志向が高まる中、肉が使われているイ
ンスタントラーメンが多いので、キリンラーメンの注目が高まると期待できます。
女性でも安心して食べられる！ インスタントラーメンは油で揚げているため、カロリーが高く、肌に良くないイメージがある
と思います。しかし、べっぴんラーメンはノンフライ麺で、コラーゲンが入っているため、女性にもおすすめです。
実際に日本に来ている台湾の留学生に食べてもらいました！ キリンラーメンはスープ以外にも化学調味料が使われて
いません。お腹いっぱいに食べても健康に悪影響がなく、さらに女性向けのラーメンがあります。初めはどうしてべっぴん
ラーメンと呼ぶのか分かりませんでしたが、説明を聞いて麺自体がノンフライで、コラーゲンが入っているから、カロリーが
低いだけではなく、肌にもよく、本当に特殊なラーメンだと思いました。試食会ではカレースープ味を食べました。麺自体
は食感が柔らかく、スープの味も塩辛くなかったので、ラー油やチーズ、野菜も入れて食べたらとてもおいしかったです。
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チーム WACCA
株式会社 Coarse Stars

英米学科
ヨーロッパ学科フランス語圏専攻
ヨーロッパ学科フランス語圏専攻
ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻
ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻
ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻

三浦希実
尾関萌衣
花井万里奈
青山智颯
永島衣里
長谷川綾香

［広報成果物］
日本語・英語・フランス語
カナダフランス語・スペイン語・ドイツ語
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Okazaki

30min by train

Okazaki lies at the heart
of Japan, both physically
and historically. It is
located in the center of
Aichi prefecture, itself
in the very center of
Japan, and is the site of
many important events
in the history of Japan.

Where is It?

These phones boxes in Okazaki
Park share a roof shaped like the
castle. How about taking a picture
calling your friends from the
“castle”?

Phone Booth

Access https://travel.okazaki-kanko.jp/en/
for more information about Okazaki
and its historical sightseeing spots.

Centrair✈

Nagoya

Okazaki is known as the birth
place of Ieyasu Tokugawa, one
of the most important figures
in Japanese history. In 1603,
Tokugawa
founded
the
Tokugawa Shogunate. This was
to become the last and longest
feudal government in Japan.
Okazaki is also famous for its
miso (fermented soy bean
paste). Miso is an important
ingredient in Japan’s traditional
miso soup, and in many other
Japanese dishes. Okazaki is also
home to a range of other
delicious foods. How about
experiencing the history and
gourmet delights that Okazaki
has to offer?

About Okazaki

The Sacred Bridge is a must see in
the park, with the beautiful
contrast of red and green leaves.
It is lit-up at night. You can see
Okazaki Castle over the bridge.

Sacred Bridge

This museum offers you a
rare opportunity to try on
samurai armor, and you
can learn some Okazaki
samurai history at the
same time.

Mikawa Bushi Museum

More than 400 years after his death, Tokugawa has come
back to life! Aoi Bushotai assumes the roles of samurai
(including Tokugawa) and re-enact historical scenes. On
weekdays, you can talk and take pictures with Bushotai
members as they walk around Okazaki Park. Every weekend
they give dynamic dance performances accompanied by
original songs.

Samurai Experience

Okazaki Park
乙川

大樹寺

The view called Vista Line has been
protected since 1641 by order of
Tokugawa’s grandson Iemitsu.
Here you can see Okazaki Castle
through the gates of Daiju-temple.

Vista Line

This temple houses
fifteen funerary tablets
of Tokugawa Shoguns.
They are unusual because each is created to
match the actual height
of the man it memorializes. See just how
short Japanese people
were in the past.

Daiju Temple

This shrine takes its
name from the legend
that a dragon landed
here when Tokugawa
was born. It is popular
as a power spot
among Okazaki people.
You can see a wooden
dragon sculpture on
the ceiling inside.

Tatsuki Shrine 龍城神社

In spring and summer,
you can ride on a boat
(reservation required).
Running alongside the
river is Takechiyostreet, named after
Tokugawa’s childhood
name, which he later
changed to Ieyasu.

Oto River

Other Tokugawa Hotspots
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▶Kakukyu Hatcho Miso
69 Oukan-dori Aza Hatcho-cho Okazaki, Aichi
http://www.kakukyu.jp/global/english.asp or 

▶Ganso Teppanyaki Curry
Curry Hot Plate with Egg
Here miso is used together with
local Okazaki Ohan chicken egg
to create a rich tasting curry dish.

▶Q to Café
Miso-Ice Sweet Redbean Burger
This cafe serves a tasty and
unique burger that combines a
miso ice cream, whipped cream,
and sweet redbeans.

Miso is used not only in soup,
but also in various other dishes
today. You can try them in the
food court, Hatcho
Mura,
located next to the factory.
Currently it consists of the two
food stalls listed below;

Modern Miso Cuisine

Hatcho miso is a type of red miso that is saltier than regular
miso varieties. It is said that Tokugawa lived long because
he ate it frequently. Kakukyu is the largest miso factory in
Okazaki. It has been in operation since 1645. You can join a
tour and see how miso is made with tons of stones and
huge barrels.

Soul of Okazaki: Miso Brewing

WANT MORE INFO ABOUT ZARAME?

http://zarame.co.jp/ OR SCAN THE CODE! 

With the passing of time, cafes have become popular
gathering places. Zarame is one of the most famous cafes
loved by local people in Okazaki today. Following the
concept “One Hand Food,” Zarame serves various meals
such as hamburgers, sandwiches, and hot dogs. Zarame is
especially famous for delicious donuts. Zarame also serves
some unique donuts that incorporate the
flavors of more traditional Japanese
sweets; kinako (sweet soybean),
matcha, and sweet redbean butter.
All Zarame’s food is additivefree and handmade with some
local ingredients from Okazaki
selected by the owner. Visit in
the morning to eat fresh donuts.
▶Zarame Okazaki
6-19 Nakata-cho Okazaki, Aichi
TEL 0564-52-8222
9:00~24:00

Zarame Donuts

SCAN THE CODE TO
ACCESS THE MAP! 

▶Bizenya (main store)
2-17 Tenma-dori Okazaki, Aichi
TEL 0564-22-0234
8:30~21:00 seven days a week

Originally, “awayuki” was a tofu in Awayuki teahouse, but it
lost popularity as time passed. The owner of Bizenya, a local
confectionery store founded in 1782, reinvented it as a
sweet 150 years ago. Bizenya’s awayuki is a meringue-like
sweet set with agar. Today it is still loved by local people as
the representative confectionery of Mikawa area, the east
part of Aichi. It’s popular as a souvenir from Okazaki too.

Awayuki

Sweets at tea houses have been popular through history in
Japan. In Okazaki, you can experience both traditional
sweets and modern sweets.

Sweets Loved by Local People

A town of historical and
contemporary sights

Okazaki
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En invierno, el castillo se
ilumina y se vuelve muy
bonito. Te transporta a un
mundo fantástico.

La luminación de Ieyasu

En Noviembre y Diciembre,
las hojas coloradas están
en su mayor esplendor. El
contraste entre el castillo y
las hojas son maravilloso.

Hojas coloradas en otoño

Tiene su origen en una
fiesta de la era Edo. Sólo
Okazaki
se
permite
lanzar los cohetes desde
el barco. Ver los fuegos
artificiales
sentandose
cerca
del
río
es
impresionante.

Fiesta de fuegos artificiales

Merece la pena ver los
cerezos iluminados por la
noche. Os recomiendo que
purobéis los puestos de
comida.

Los
cerezos
de
Okazaki son uno de los
sitios más bonitos de
Japón. Vamos a verlos
en barco tradicional.
La combinación entre
los cerezos y el castillo
es estupendo.

Eventos recomendados de cada estación
Fiesta de los cerezos

Una ciudad que mezcula
tradición y modernidad

Los secretos
de
Okazaki
El contraste entre
el puente bermejo
y los árboles es
genial. Se pueden
sacar fotos muy
japonesas.

El puente de Kamibashi

Ieyasutagram

・Tren 🚃🚃 ： Nagoya→Okazaki 30 minuots
・Coche🚙🚙 : Nagoya→Okazaki 60 minutos

¿Dónde está Okazaki?

Puedes
sacarte
fotos con Ieyasu y
Takechiyo, nombre
juvenil de Ieyasu
con el castillo de
fondo.

El parque de Okazaki

Ieyasutagram

Fotos recomendadas
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Ieyasu (ahora)

Más información

Hay mucha imformación y
adivinanza sobre Samurai de
Okazaki. Puedes probarse
una armadura de Samurai
gratis.

Mansión de Samurai

Montículo

Cafetería moderna

también es una
cafetería tradicional y está
en el parque de Okazaki.
Puedes tomar dulces
japoneces y té verde en
polvo viendo el paisaje
muy bonito. Además se
puede hacer la ceremonia
del té.

Kisho-An （葵松庵) Aquí

Bizenya es una tienda de
dulces
japoneses
de
Okazaki y se inauguró en
1782. Se venden dulces
relacionados con Okazaki.
Antes era una cafetería y
la gente solía pedir
Awayuki-Tófu (queso de
soja), pero ahora ya no
hay. Por lo tanto, se hace
Más
Awayuki
un dulce Awayuki para información
conserbarlo.

Cafetería tradicional
Bizenya （備前屋）

El ZARAME es uno de las
cafeterías más famosas en
Okazaki y es querida por la
gente de Okazaki.
La especialidad de la
cafeteria es los donuts. El
El baile de Ieyasu
sabor té verde con macha,
Kinako y Anko son los más
Ieyasu y sus vasallos viajen al ricos.
Más información
tiempo hasta el presente y bailan. Además podéis probar el famoso
¡Vamos a bailar juntos!
‘’Morning’’ de Nagoya
★La armadura es de papel
(tostada gratis con la bebida)

Es un santuario donde está al
lado del castillo. Tatsu (龍) es
dragón y Ki (城) es castillo en
japonés. A una legenda que
apareció un dragón dorado
encima del castillo cuando
nació Ieyasu le pusieron el nombre ‘’Tatsuki’’.

Santuario de Tatsuki （龍城神社）

Pozo

Yo nací en 1542 en Okazaki.
Aquí hay un pozo que usaba y
También hay un montículo
donde está enterado mi cordón
umbilical.

Es un símbolo de Okazaki
y es famoso por el shogun
Ieyasu Tokugawa. Una vez
fue destruido, pero luego
se reconstruyó en 1959.

El castillo de Okazaki （岡崎城）

←Es un tipo de hamburguesa,
la cual está compuesta de
helado de Miso y pasta de
judías cocidas y azucaradas.

→ Al curry se le añade
Hatcho Miso para que sepa
mejor. La harmonía entre el
huevo y curry es estupenda.

Hoy en día, la manera de comer Miso va
cambiando poco a poco. Ahora hay muchos
platos de Miso que se hacen a nuestro gusto.

Hatcho Miso moderno

En Okazaki, hay un lugar donde se explica la
manera de hacer Hatcho Miso: Kakukyú. Allí se
conservan documentos, instrumentos y ropas
antiguos. Los muñecos explican cómo se hace
Hatcho Miso claramente. Además aquí es
registró como patrimonio cultural en 1996.

La visita al almacén de Hatcho Miso

Más
información

El 8 cho Miso es un tipo de la pasta de soja
nacida a 870m del castillo. Como 1 cho es casi
100 m, a esa pasta de soja le pusieron el nombre
de Haccho Miso. Sus únicos ingredientes son:
soja y sal. Luego se echan en el cubo, se ponen
las piedras pesadas y se espera hasta que
madure. Ieyasu comía Hatcho Miso.
★La gente que come sopa de miso todos los
días no suele tener cáncer de estómago.

La historia de Hatcho Miso （八丁味噌）
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フランス語版
Facebookコミュニティーに関する広報ポスター
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Si on s’amusait Otakuthon
avec des beignets de ZARAME?
Qu’est-ce que ZARAME?
Ça signifie sucre cristalisé en japonais (et ça se prononce zaramé) et c’est
aussi le nom d’un café qui se situe à la ville d’Okazaki dans la province
d’Aichi. Se trouvant dans une région calme, ce magasin ressemblant à une
maison chaleureuse en bois, nous sert toujours d’espace confortable avec de
la musique agréable.

Il y a différents plats comme les hamburgers, les cafés et les scones,
mais les spécialités, ce sont les beignets faits à la mains tous les
matins avec des ingrédients frais et récoltés dans la région. En plus, ils
ne contiennent pas d’additifs donc enfants comme adultes, on peut
les goûter sans soucis des effets des produits chimiques sur la santé.
Ces beignets très grands et originals vous rend sûrement contents!
Daisaku Takada, le chef de ZARAME qui est né à Okazaki, n’hésite pas à essayer de
nouveaux défis pour promouvoir la ville: il ouvre des magasins éphèmères aux 4
coins du Japon et même lors de festival de musique. En plus, il fait des
collaborations avec des équipes professionelles de sports et une marque du
vêtement, etc. Il s’embarque dans différents entreprises et cette fois-ci, il réflaichi
positivement à ouvrir son magasin à l’étranger pour la 1er fois.

Les objectifs
de ZARAME

➢
➢
➢
➢

Offrir aux gens des beignets de ZARAME à Otakuthon et fêter cet événement ensemble.
Transmettre aux participants d’événement les charmes de la ville d’Okazaki.
Faire de la promotion pour tenter les Montréalais de visiter Aichi.
Emprunter une place pour mettre le magasin éphémère dans le Palais des congrès de Montreal.

Des beignets à la japonaise
Kinako

C’est un beignet basique saupoudré plein de kinako qui est de la farine de soja sucrée.
Il est surtout populaire pour la douceur de sa pâte et la saveur elégante du kinako qui se répand dans la bouche.

An Beurre

Dans un pain frit, il y a du beurre frais et de la pâte sucrée d’haricots rouges qui
s’appelle Anko. Ce beignet est fait selon le modèle d’ogura toast, une spécialité d’Aichi.
Chaque jour, beaucoup de clients viennent acheter.

Voici les autres beignets de ZARAME des goûts familiers aussi au Québec

Vanilla
Glaze

Cinnamon
Sugar

Baked
Marshew

Strawberry
Plump

Maple
Bacon
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Chocolate
Plump

Black
Trip

Red
Velvet

À propos de la ville d’Okazaki

Okazaki est une ville qui se trouve au centre de la
province d’Aichi et c’est la région où d’anciennes histoires
et de belle nature coexitent. Surtout, il est connu pour
qu’un grand shogun Tokugawa Ieyasu est né et passait
son enfance. Il reste donc beaucoup de batîments et
cultures sur lui. Aujourd’hui, les habitants vivent à
Okazaki étant fièrs des histoires, des paysages et cultures
de la ville.

Le château d’Okazaki
Chemin jusqu’à la ville
1h 20 mins
en bus

Tokugawa Ieyasu:
1542-1616

Okazaki

Aéroport
Internation
al Nagoya

Aichi

Hatcho Miso

Tokugawa Ieyasu: Il naît à Okazaki et y passe son enfance. Après vivre ailleur comme otage, il agrandi ses terres et
unifie le Japon. Ensuite, il met son shogounat à Edo à l’âge de 60 ans. Son règime dure pendant plus de 200 ans
même après sa mort. Il est prudent, intelligent et patient et comme il est un otaku sur la santé, il fait bien attention
à ce qu’il mange. Ces jours-ci, on le connaît surtout dans les subcultures japonaises comme Basara et Nobunaga
Concerto, etc.
Okazaki a des terrains si fertiles qu’il est connu pour quon peut y produire de bonnes nourritures: l’huile de colza et
les produits en soja comme Hatcho miso, etc.

Okazaemon

C’est la mascotte officielle d’Okazaki. Sa tête signifie Oka «岡» en
Kanji et «崎» sur son torse se prononce Zaki, il représente donc le
nom de la ville. Il promeut la ville à la télévision ou dans des
événements. Nous l’aimons bien parce qu’il est mignon et un peu
bizarre!

Seulement à ZARAME!
Les beignets des logos
ZARAME possède non seulement une
technique de décoration des beignets,
mais aussi celle de production des papiers
d’emballage originals. Si on faisait
ensemble de jolies beignets pour
Otakuthon? Amusons-nous cet événement
avec des donuts très uniques!

Pour en savoir plus :
Okazaki Navi ver.anglais

https://travel.okazaki-kanko.jp/en/

Notre équipe: WACCA

Nous sommes un groupe consisté en étudiantes de la faculté de
langue étrangère à l’Université d’Aichi Préfectoral et nous planifions
des promotions et des projets de ZARAME avec son président. Je suis
un membre d’équipe et j’ai écrit cet article pour vous, les
organisateurs d’Otakuthon afin de vous transmettre les charmes de
ZARAME et cellles d’Okazaki. J’espère que ça vous intéresse et
l’ouverture de café ZARAME réalisera à Montréal.

COARSESTARS S.A

Information de magasin

Depuis le 1 octobre 2010 Café ZARAME: depuis jeuillet 2006
P.D.G.: Daisaku Takada Adresse: 6-19 Nakadacho, Okazaki, Aichi, Japon
HP：http://zarame.co.jp/information/
En train de créer un article en anglais 3 magasins en Aichi : à Okazaki,
Kakuozan, Takenoyama et Nagoya
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チームWACCA英語版 日本語訳
［1ページ・左］岡崎について
岡崎は、日本史において最も重要な人物の一人である、徳川家康の出身地として知られています。1603年、家康は徳川
幕府を開きました。これは、日本において最後かつ最長の武家政治となりました。
岡崎は味噌（大豆を発酵させたもの）でも有名です。味噌は日本の伝統料理である味噌汁を作る上で大切な材料で、他
にも多くの日本料理に使われています。岡崎はおいしい食べ物の宝庫なのです。歴史と食の喜びの街・岡崎をぜひ体験
してみませんか。
どこにある？ 岡崎は、場所的にも歴史的にも日本の心臓部にあたります。愛知県の中心に位置し、また愛知も日本の中
心に位置しており、日本の歴史において重要な出来事が多く起きた場所です。
岡崎と岡崎の観光地についてより詳しく知るためにはサイトにアクセス。
☆イエヤスタグラム「電話ボックス」 岡崎公園の電話ボックスはお城の形をしています。「お城」から友達に電話をかけて
いる写真を撮ってみてはいかがですか。

［1ページ・中央］岡崎公園
侍体験 死後400年の時を超えて家康が帰ってきました！葵武将隊は侍となって歴史的場面を再現します。平日は岡崎
公園内を歩く武将隊メンバーとお話したり写真を撮ったりすることが出来ます。また、週末はオリジナル曲に合わせたダイ
ナミックな演武を見ることができます。
三河武士の館 当記念館は甲冑を着ることが出来る貴重な機会を提供しており、同時に岡崎武士の歴史を知ることができ
ます。
☆イエヤスタグラム「神橋」 赤の橋と緑の木々の美しいコントラストは必見です。夜にはライトアップされ、橋の向こう側に
は岡崎城が見えます。

［1ページ・右］他の徳川ゆかりの地
乙川 春と秋には船に乗ることが出来ます（要予約）。川沿いの道は竹千代通りと呼ばれ、家康の幼名に由来しています。
龍城神社 この神社の名前は、家康が誕生した時にこの地に竜が舞い降りたという伝説から来ています。岡崎の人々の間
でパワースポットとして人気です。天井には木彫りの竜が施してあります。
大樹寺 この寺には徳川十五代将軍の位牌が置かれています。それらは普通の位牌と違って各将軍の身長に合わせて
作られています。昔の日本人がどのくらい小さかったか見てみてください。
☆イエヤスタグラム「ビスタライン」 ビスタラインと呼ばれるこの眺めは、家康の孫家光の命により1641年から守られてきま
した。大樹寺の門を通して岡崎城を眺めることができます。

［2ページ・左］ 岡崎の魂：味噌醸造
八丁味噌は赤みそで通常の味噌よりもしょっぱいことが特徴です。家康が長生きしたのは、彼が良く八丁味噌を食してい
たからだと言われています。カクキューは岡崎最大の味噌工房です。1645年に創業しました。ここではツアーに参加して、
味噌が大量の石と巨大な樽を使ってどのように作られているのかを見学できます。
現代の味噌料理 今日、味噌は味噌汁だけでなく様々な料理に使われています。工房に隣接する八丁村で食べてみるこ
とができます。現在八丁村には二つのお店があります。
Q to Café 「味噌アイス小倉バーガー」 味噌アイス、ホイップクリーム、小倉を合わせたおいしくてユニークなバーガー。
元祖鉄板焼きカレー 「岡崎おうはん焼きカレー（卵付き）」 味噌と地鶏岡崎おうはんの卵を使用した濃厚な味のカレー。
カクキュー八丁味噌 愛知県岡崎市八帖町字往還通69番地 URLまたはQRコード

［2ページ・中央］ 地元民に愛されるスイーツ
お茶屋のスイーツは日本の歴史において人気を集めてきました。岡崎では、伝統的なスイーツとモダンなスイーツを両方
楽しむことができます。
あわ雪 もともと、「あわ雪」というのは淡雪茶屋で提供されていた豆腐でしたが、それも時代の流れとともに人気を失って
いきました。1782年に創業した地元の菓子屋・備前屋の主人は、今から150年前にあわ雪をスイーツとして復活させました。
備前屋のあわ雪は卵白に砂糖を加え固めたものです。あわ雪は、三河を代表するお菓子として今日もなお地元の人々に
愛されています。また、岡崎のお土産としても人気です。
備前屋（本店） 愛知県岡崎市伝馬通2-17 電話番号0564-22-0234、営業時間 8：30～21：00 年中無休
コードをスキャンしてグーグルマップへ！
ザラメドーナツ 時は流れ、カフェが人々の憩いの場として人気になりました。ザラメは地元民が愛する岡崎で最も有名な
カフェの一つです。「ワンハンドフード」というコンセプトの下、ザラメはハンバーガーやサンドイッチ、ホットドッグといった
様々な料理を提供しています。中でも、ザラメはおいしいドーナツで有名です。また、ザラメは日本の伝統的なお菓子の味
と組み合わせたドーナツも提供しており、きなこ、抹茶、あんバターなどがあります。ザラメのすべてのメニューは無添加で、
オーナーが選んだ岡崎の材料を使った手作りでできています。できたてのドーナツを食べられる朝の来店がお勧めです。
ザラメオカザキ 愛知県岡崎市中田町6－19 電話番号0564-52-8222、営業時間 9：00～24：00
ザラメについてもっと詳しく知るために URLまたはQRコードをスキャン！

［2ページ・右］ リーフレット表紙
岡崎 歴史と現代が出会う街
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チームWACCAスペイン語版 日本語訳
［1ページ・左］季節ごとのおすすめイベント
春の桜まつり 岡崎城の桜は、日本の桜の名所のひとつです。舟に乗って優雅にお花見を楽しみましょう！桜とお城のコ
ンビは最高です。 ［枠内］夜のライトアップも必見！屋台もたくさん出ているので、ぜひ食べ歩きしてみて！
花火大会 江戸時代の祭礼が起源のお祭り。船の上から花火を挙げるのは日本で岡崎だけです。河川敷に座ってみる花
火は迫力満点！
秋の紅葉 11月と12月は紅葉が見ごろ。城と紅葉のコントラストは素晴らしい
イエヤスコウイルミネーション 岡崎城のライトアップとイルミネーションの光のコラボは必見！幻想的な世界へあなたを誘
います。

［1ページ・中央］タイトル
岡崎の秘密～歴史と現代の混ざり合った町～

［1ページ・右］
インスタグラム左(イエヤスタグラム) 岡崎城をバックに、家康と竹千代と記念撮影できます。
インスタグラム右(イエヤスタグラム) 神橋の朱色が美しく映え、噴水の水辺は訪れた人の憩いの場所。正面に岡崎城を
臨む絶好の撮影スポット！

［2ページ・左］
岡崎城 岡崎市のシンボル！ 徳川家康が生まれた城として有名。一度取り壊されるが見事復興を遂げました。
［家康の吹き出し］私は1542年にここ岡崎で生まれた。岡崎公園には私が使っていた井戸やへその緒が埋められた塚が
あるのじゃ。
三河武士の館 岡崎の武将についてのいろいろな情報やクイズがあります。甲冑試着体験もできます。
龍城神社 岡崎城の隣にある神社。家康公生誕の朝、城の上に雲を呼び、風を招く金の龍が現れ、昇天したという伝説が
残るパワースポット。
家康の武将隊 家康とその家臣が現代にタイムスリップして演武を披露してくれます。みんなで一緒にダンスを踊ろう！
◎甲冑は紙製

［2ページ・中央］
昔のカフェ
備前屋 備前屋は1782年創業の和菓子屋。昔は茶屋を営んでおり、代表銘菓「あわ雪」をはじめ歴史ある岡崎の町にちな
んだ銘菓が人気です。昔あわ雪豆腐というお菓子を茶屋で出していたことから、現在のあわ雪というお菓子が誕生しました。
葵松庵 岡崎公園内にある茶屋。日本らしい美しい風景とともに抹茶や和菓子を楽しめます。お茶会も開催しています。
現代のカフェ
ZARAME ドーナツが人気のカフェZARAME。岡崎の地元の人に愛されている。抹茶、きなこ、あんこなど日本らしい風味
を取り揃えています。名古屋発祥のモーニングも楽しめますよ！ (飲み物を頼むとトーストが無料で付いてきます)
［2ページ・右］
八丁味噌の歴史 岡崎城から西へ八丁（約870ｍ）の距離にあるところで生まれたから八丁味噌と名付けられました。材料
は大豆と塩のみで、それらを桶の中に入れ重い石を載せて熟成させます。徳川家康も味噌を食べてエネルギーをチャー
ジしました。工場見学も可能です。◎毎朝味噌汁を飲む人に「胃ガン」は少ないらしい。
味噌蔵見学 岡崎にはカクキューという八丁味噌のでき方を見ることができる場所があります。ここでは古文書や昔の道具、
衣装などの展示があり、人形を使って工程を説明しています。1996年に登録文化財に登録されました。
現在の味噌料理 伝統的な味噌を使って、現在の私たちの味覚に合わせ、アレンジされたさまざまな料理があります。
→八丁味噌をブレンドしコクを増したカレー。 岡崎産の卵とカレーの相性も抜群！
→味噌小倉バーガー。ハンバーガーの一種で、中に味噌味のアイスとあんこが入っている。

チームWACCAフランス語版 日本語訳
［記事左ページ］
このカフェで一緒にドーナツを食べませんか？
友達との集まりを通して、愛知でのお気に入りの場所を見つけましょう！
ドーナツのカフェ、ザラメ あなたはきなこ味のドーナツを食べたことがありますか。または、おいしいドーナツを懐かしく思っ
ていませんか。このカフェでは、美味しくてカラフルなドーナツと日本のドーナツを同時に食べることができます。ザラメは地
元のチェーン店で、岡崎、日進、覚王山に出店しています。このロケーションは、あなたにとって都合がいいかもしれませ
ん。日進店の周りには名古屋外国語大学などのフランス人が留学している学校がいくつかあり、集まるのに楽な場所でしょ
う。覚王山店の近くには、有名なお寺があります。もしあなたがそこに行ってみたいなら、皆で一緒に行くことができます。
［写真のキャプション］こちらが日進店
より詳しい情報は公式サイトへ http://Zaramé.co.jp/store/nissin/index.html
このサイトにはGoogleマップがあるので、ザラメがどこにあるのか簡単に知ることができます。
もし聞きたいことがあれば、ぜひ私に聞いてください☺
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［記事右ページ］
ザラメのドーナツ ザラメは創業以来ずっと、毎日ドーナツを手作りしています。ですので私たちは新鮮で手作りの、温か
みのあるドーナツを食べられるのです。
またザラメでは魅力的なドーナツの種類が数多くありますが、私たちがその一部を紹介します。
メイのおすすめ あんバター 「愛知らしいドーナツで、バターがフレッシュでおいしいです。」
マリナのおすすめ レッドベルベット 「このドーナツはフルーティーで、写真にも映えます。」
お喋りしたり、議論をしたり、落ち着くのに良い快適な場所
それに、ザラメでは空間の利用にとても力が注がれているため、落ち着いた質のいい場所となっています。だから、一緒に
ここで会いませんか。もし、あなたが興味があれば、Facebookのグループで予定を立てて集まりましょう！

［フランス語ポスター］
私たちの、愛知のフランス人と日本人のグループに参加してください！ 愛知に住んでいる他のフランス人と知り合いたく
はないですか。これは出会いと、情報交換と、大学を超える機会です。私たちはフランス人留学生のために、Facebook上
に小さなグループを作りました。もちろん日本人の学生も歓迎します。ぜひ参加してください！
スマートフォンでQRコードを読み込めば、すぐにグループを見つけることができます！
チームWACCA (愛知県立大学 学生)

チームWACCAカナダフランス語版 日本語訳
［記事1ページ］
ZARAMEのドーナツでオタクソンを楽しもう！
ZARAMEって？ ZARAMEとは日本語で粗目糖を意味し、また愛知県岡崎市のカフェの名前でもあります。穏やかな地に
たたずむ、温かみのある木の家のようなこの店は、私たちにいつも快適な空間を心地よい音楽と共に提供します。
ハンバーガーやコーヒー、スコーンなど様々なメニューがある中、名物なのが毎朝手作りする地元の新鮮な素材を使った
ドーナツです。さらに、添加物を含まないので子供から大人まで、健康への影響の心配なく安心して食べられます。とても
大きくてオリジナルなZARAMEのドーナツは、満足間違いなし！
ZARAMEの社長、高田大作氏は岡崎の出身で、地元の活性化のため、新しいことへの挑戦に躊躇はしません。日本各地
や、音楽フェスティバルでも期間限定ショップを開いたり、プロスポーツチームやアパレル会社とコラボレーションをしてい
ます。様々な事業に取り組む中、今回は初となる海外出店を前向きに検討しています。
ZARAMEの目標 期間限定ショップを開くためイベント会場の飲食スペースを一部借ります。オタクソン限定のZARAME
ドーナツを提供し、イベントを一緒に祝います。イベント参加者に岡崎市の魅力を伝えます。モントリオール市民が愛知県
に興味をもつようなPRをします。
日本らしいドーナツ
きなこ 大豆からできた甘い粉、「きな粉」をふんだんに使ったベーシックドーナツ。特にふわふわした生地と、口いっぱい
に広がるきな粉の上品な風味が人気。
あんバター 揚げパンの中に、新鮮なバターと「あんこ」という小豆の甘いパテが入っている。このドーナツは愛知の名物
「小倉トースト」をモチーフにしている。毎日多くのお客様が買いに来ます。
こちらはケベック州でもおなじみの味のZARAMEドーナツです

［記事2ページ］
岡崎市について 岡崎は愛知県中央に位置する市で、そこでは古い歴史と美しい自然が共存しています。この地は偉大
な将軍、徳川家康が生まれ、幼少期を過ごしたことで有名です。なので、多くの家康に関する建築物や文化がこの街に
残っています。今日、市民は街の歴史、景観、文化に誇りを持って暮らしています。
岡崎市へのアクセス 名古屋国際空港→バスで約1時間20分 岡崎市
徳川家康 岡崎に生まれる。人質として過ごした子供時代を経て、領土を広げついに国を統一し、江戸に幕府を置く。家
康の政治体制は死後200年以上も続いた。家康は慎重で賢く、辛抱強い性格で、また健康オタクであったため、食べ物に
はとても注意を払っていた。最近では、特に日本のサブカルチャー、「戦国バサラ」や「信長協奏曲」などで人気である。
また、岡崎はとても肥沃な地であるため、良質な食べ物が作られることで有名です。特に菜種油や八丁味噌のような大豆
製品など。
オカザえもん 岡崎市の公式マスコット。頭は漢字の「岡」を意味し、上半身の崎は「Zaki」と読み、市の名前を表現してい
る。オカザえもんはテレビやイベントで街をPRしている。可愛くてちょっと変なところがみんなに好かれている。
→もっと知るには 岡崎ナビ英語版
ZARAMEだけ！ロゴドーナツ ZARAMEはドーナツにデコレーションをする技術だけでなく、オリジナルの包装紙を作る技
術も持っています。オタクソンのため、一緒に素敵なドーナツを作りませんか？とてもユニークなドーナツでイベントを楽し
みましょう！
私たちのチーム、WACCA 私たちは愛知県立大学の外国語学部の学生で構成されたチームで、ZARAMEと一緒にプロ
モーションや企画を行っています。私はそのチームの一員で、ZARAMEと岡崎の良さをオタクソンの主催者であるみなさん
に伝えるため、フランス語で記事を書きました。
記事が皆様の興味を引くこと、そしてモントリオールでカフェZARAMEを開くという企画が実現することを望んでおります。
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チームWACCA英語版 ドイツ語訳
［1ページ・左］
岡崎市について 岡崎市は日本の真ん中にある愛知県の真ん中にある。江戸時代に日本を統一した徳川家康が生まれ
た場所として有名である。江戸時代は1608年から1868年続いた。徳川家康は現在日光東照宮(栃木県の神社)に祭られて
いる。街全体は近代化されているが、川や山などの自然に恵まれ、岡崎城やお寺などの歴史的な建物も多い。ここでは日
本の伝統工芸品もいくつか作られていて、見学や体験などによって人々に発信している。昔と今を大事に考えるエネル
ギッシュな街である。
岡崎の春 毎年4月上旬に、岡崎公園を中心に桜まつりが開催される。この辺りには桜の木が約800本も植わっており、ま
た夜には桜がライトアップされる。公園内には屋台もたくさん出店する。この期間の土日には、岡崎で作られている伝統工
芸品の製作の見学や体験もできる。この機会に、日本の職人技を目の前で見るのはどうだろうか。

［1ページ・中央］
八丁味噌とは？ 「名古屋の味」と言われる八丁味噌は、色が赤く味に深みがあることで有名である。家康はこの味噌を好
んで食べていたので長く生きられた、という説もある。全国で、岡崎市の「まるや」「カクキュー」という2つの工場しか製造し
ていない。どちらも無料で工場見学ができる。市内には、八丁味噌を使ったラーメンが食べられるお店が7つある。
松井本和蝋燭工房 和蝋燭とは、日本のハゼの木の実を100％使用した蝋である。特徴は、蝋燭を上から見るとバウム
クーヘン上になっていることであり、飾りとしてのみ使う絵蝋燭というものもある。岡崎で作られた和蝋燭は、伊勢志摩サミッ
トの際に使われたほど質が良い。ここも、製作の様子を見学や、絵を描く体験ができる。

［1ページ・右］
ZARAME ここは岡崎発祥の有名なドーナツの店である。岡崎でとれた卵や油を使い、毎日手作りで作っている。ハン
バーガーやビールなども販売しており、おしゃれで快適な空間でほっと一息つけるところも、このカフェの素敵な点である。
また、きなこを使ったドーナツや、八丁味噌を使ったオリジナルハンバーガーも販売、和風と洋風が融合したものを食べる
こともできる。
酒蔵 in 岡崎 こちらも市内に２つある。“柴田酒造場”と“丸石醸造”である。どちらもたくさんの種類の日本酒を売っていて、
丸石醸造では徳川家康という名前のお酒もある。どちらのお店でも秋または冬にお祭りをする。そこではお酒を試し飲み
できたり、郷土料理を味わえる。

［2ページ・左］
岡崎の夏 岡崎の夏といえば、花火大会である。江戸時代、火薬は軍事用のみ使用が許されており、岡崎のみで製造さ
れていたが、家康が初めて娯楽への使用を許可したので、花火は日本でも大変人気になった。毎年8月に大きな花火大
会が岡崎公園で開かれ、全国から人々が訪れる。
岡崎の秋 岡崎にあるジャズ博物館には1万2000枚ものジャズレコードがあり、そのため「ジャズの街岡崎」とも言われる。
秋には「ジャズストリート」というイベントが開かれ、2日間、街の至る所でジャズを聞くことができる。
岡崎の冬 岡崎公園では毎年イルミネーションが行われている。“イエヤスコウイルミネーション”といい、約16万球のLED
電飾によるイルミネーションが多くの人の心に感動を与える。

［2ページ・中央］
地図

名古屋→岡崎への行き方

名古屋→東岡崎への行き方

岡崎おでかけナビ
城下町わざ工房たくみ庵
株式会社カクキュー八丁味噌
株式会社まるや八丁味噌
松井本和蝋燭工房
ZARAME
丸石醸造
柴田酒造場

［2ページ・右］
岡崎 「昔」と「今」が生きる街
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チーム あぶろーど
太田油脂株式会社

英米学科
ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
中国学科
中国学科
中国学科
国際関係学科
国際関係学科
国際関係学科
国際関係学科

渡部由梨香
中島愛菜
古木瑳弓
山口由貴
横井祐香
大橋里奈
永野沙織
松村妃爽香
山本樹里

［広報成果物］
日本語・英語（2種類）・ドイツ語・中国語（2種類）
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シンガポール英語 ちらし
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英語 インバウンド用ちらし
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中国語 えごまオイル
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中国語 盆栽肥料
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Die Empfehleng
von Bonsai Dünger

Werden Sie
Bonsai
Meister!

➢ Durch das Hobby können Sie Freunde
kennenlernen

➢ Gut für die Gesundheit, es wirkt
gehiernaktivierend

➢ Man kann es ein Leben lang als Hobby
genießen

➢ Bringen Sie bei Ihnen „Grüne“

die Gründe, warum man sich mit
Bonsai beschäftigen sollte

➢ 100 organischer Dünger
➢ Japanisches Produkt
➢ Traditionelle Firma seit 1902
➢ Der meistverkaufte Dünger in Japan
➢ Vom kaiserlichen Hofamt verwendet
Es wird auch von der Bonsai Empire
Internetseite empfohlen.

Die guten Punkte von TAMAHI

Das erstes Kompressionsverfahren sorgt für
ein reiches Öl-Verhältnis, welches Mikrobe
aktiviert.
Schonend für dem Bonsai

Das Merkmal

N5
P4
K1
Knochenpuder
(nicht vom Vieh)

TAMAHI

Bestandteil
des

Wenn man viel Tamahi benutzt, wird das Grün
lebhafter und steht aufrecht.
Auch wenn man viel düngt, schadet es den
Bonsai nicht, weil es langsam wirkt.
Die Wirkung ist langanhaltend.
Die Äste werden biegsamer und leichter
aufzubauen als man denkt.

Meinung von den Meistern
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Stücke

➢ Tomaten, Gurken, Paprika

➢ Azalle

➢ Lilien

➢ Kohl, Blattsalat

➢ Bonsai

BiodieselBrennmaterial

das
Restölsammlung

➢ Düngerkörbchen (falls man den Dünder
nicht auflösen möchte, wenn man das Mos
nicht schmutig machen möchte, Maßnahme
auf gegen Made,Vögel...)

Vielseitig Anwendbar

wird zu Speiseöl

Argarprodukte
Erzeugen

Biodünger

Futter

Öl-kuchen
„ Restprodukt“

Das Öl wird gepresst

Das Motto:Mottainai

Die Firma hat diesen Kreislauf als Ideal
verwirklicht.

Kreislauf

➢ am Fuß des Baumes
nicht verdecken

➢ Kifu 6 Stücke Dünger

➢ Shohin
Dünger

➢ Mitte November gibt man ihn wieder hinzu

➢ Nach 50 Tage entfernt man erst den Dünger

➢ Frühjahr bis Herbst kann man den Dünger
benutzen in Deutschland

Wie benutzt man das?

http://www.ohtaoilmill.co.jp/company/english/

28 Aza Shimoaraoi, Fukuoka-cho, Okazakicity, Aichi 444-0825, Japan

OHTA OILMILL CO.,LTD

Herstellungsbetrieb

4-2-17 Nihonbashimuromachi Chuo-ku,
Tokyo, 103-0022｜TEL. 03-3242-3600
http://www.joy-agris.com/bonsaitamahi/english.html

JOY AGRIS CO.,LTD

Verkaufsbetrieb

チームあぶろーど英語版（シンガポール） 日本語訳
外食して美容と健康をゲットしよう！
どうやればいいの？ ただエゴマオイルドレッシングを持ち歩いて、いつもの食事にかけるだけ！
エゴマオイルとは？ オリーブオイルの百倍もオメガ３を含んでいます！
なぜオメガ３が必要なの？ この栄養素は体内で作ることができません。オメガ３は頭がすっきり冴える、肌を改善するなど
の効果が期待できます。またダイエットにも良いとされています！
レビュー、他の商品、エゴマオイルの詳細 など興味をもった方は、私たちのページにアクセスしてください！

チームあぶろーど英語版（インバウンド） 日本語訳
新しい日本のスーパーフードを発見しよう
効果
✓脳の働きをよくする ✓生活習慣病を予防する ✓ダイエット効果 ✓アレルギー症状の緩和 ✓ストレスの軽減
✓アンチエイジング効果など
働き
✓高いオメガ3含有率（60%） ✓ DHA・EPAがオメガ3に含まれる ✓ DHAは脳や目に必要な栄養素
✓ EPAには血液サラサラ効果
上記のような様々な健康効果があります。しかし、体内で生成できないため、食物から摂取しなければなりません。
えごま油のすべて えごまは、ミント科の植物です。えごまは調理油やさまざまな種類の薬に使われるなど、多くの用途が
あります。古代より、えごまはアジアを中心に栽培され消費されてきました。最近、えごまは日本人の間でスーパーフードと
して人気が出てきていて、えごまは私たちの健康や美容に良い効果をもたらすということが明らかになっています。
マルタのえごま油 私たちは、植物性の油を100年以上製造しており、日本で最大のえごま油の製造業者です。私たちは
油を搾る過程において、化学薬品を一切使用しておらず、添加物も含んでいないので安心して摂取できます。えごま油は
一般的に強い香りや風味が特徴的ですが、マルタのえごま油はマイルドで、料理の味に影響を与えることなく、どんな食事
にも合わせることができます。
食べ物にかけるだけ！ 他の多くの油と違い、えごま油は調理中ではなく、調理後に食べ物に加えられます。これによりオ
メガ3脂肪酸が破壊されるのを防ぎます。スプーン１杯のえごま油は、サラダ、ジュース、パン、ヨーグルト、スパゲッティ、
スープ、肉料理などに合わせやすいです。どんな食べ物にもお試しください。えごま油の定期的な消費は、サプリメントを
使わずにオメガ3を補給するのに効果的な方法です。

チームあぶろーど中国語版（えごま油） 日本語訳
［Facebook導入文］
ある油を摂取すると健康になれるということ、ご存知でしたか？その名も「えごまオイル」。これは体にたくさんの利益をもた
らします（特にベジタリアンや妊婦にお勧めしたいです）。下の文章を見てみてください。

［記事本文］
油で健康！ベジタリアン ―妊婦にもオススメ！―
油と聞くと、「太りそう」などというような悪いイメージを持つ人が多いでしょう。しかし、脂質は炭水化物、タンパク質と並ぶ三
大栄養素の一つです。その働きは、体のエネルギー源となっており、私たちの体を作っている60兆個の細胞の膜や血液、
ホルモンなどの材料となっています。油は、私たちの体にはとても重要なのです。
１．脂質のバランス 脂質は、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられます。健康な体を保つため、バランスよく摂ることが
大切です。特に意識していただきたいのがオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸の摂取バランスです。オメガ3脂肪酸は青魚や
えごまなどに多く含まれており、不足しがちな成分です。一方でオメガ6脂肪酸は、ひまわり油や大豆などに多く含まれて
おり、摂りやすい油であるため摂取しすぎてしまい、バランスが崩れやすくなります。
２．えごまオイルとは？ えごまオイルは、シソ科の植物であるえごまから搾った油のことです。上記のように、えごまには食
品からしか摂取することができないオメガ3脂肪酸（αリノレン酸）が豊富に含まれており、約60％含まれています。そのた
め、オメガ6脂肪酸とのバランスを整えることに適しているのです。えごまオイルは植物性油なので、ベジタリアンでも気に
することなく摂取できます。
３．えごまオイルの効能 えごまオイルにはオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、そのオメガ3脂肪酸に分類されるαリノ
レン酸には多くの効果や効能が期待されています。
［αリノレン酸の効果・効能］・認知症予防 ・血流改善・血栓予防効果 ・血中コレステロール低減 ・脳の神経細胞の活
性化 ・うつ病の軽減 ・アレルギー症状の緩和 ・老化予防 ・がん予防 ・美肌効果 ・記憶力向上 ・ダイエット効果
また、αリノレン酸は私たちの体内でDHAという成分に変換されます。このDHAは、赤ちゃんの発育に欠かせない成分で
す。DHAは母乳で摂取する以外にも、赤ちゃんが胎児のときに、体内でDHAを貯めこむ時期があります。特に妊婦さんに
は必須な栄養素なのです。
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4．ベジタリアンにえごまオイルが必要な理由 2016年に発表された「アメリカ栄養学会立場声明」の中でも、ベジタリアン
の栄養に関する注意事項で、オメガ3脂肪酸が不足していることが指摘されています。ベジタリアンは魚を食べないので、
青魚からオメガ3脂肪酸を摂取することはできません。そこでお勧めしたいのが、えごまオイルで不足しているオメガ3脂肪
酸を摂取することです。
5．えごまオイルはどのように摂取するのか 摂取する際に一つ注意点があります。それは、えごまオイルは加熱厳禁だと
いうことです。熱を加えると、αリノレン酸の栄養価が損なわれてしまうからです。そのため、えごまオイルは直接口にする
か、料理にかけて摂取しましょう。また、酸化しやすいので直射日光は避け、開封後は冷蔵庫に入れて保管しましょう。
［おすすめの食べ方］ ・ごはんやパン、饅頭（蒸しパン）にかける ・麺類にかける ・凉菜（冷たいおかず）やサラダに和え
る ・ヨーグルトに混ぜる ・おかゆ、スープ、牛乳、豆乳に入れる
スープなどの温かい食べ物の温度であれば、熱の影響は受けません。 １日の摂取量は約3gです。からだに良いからと
いって、摂り過ぎは逆効果になります。摂取量をきちんと守り、毎日取り続けることを心がけましょう。
6. 太田油脂のえごまオイル 日本の太田油脂株式会社は、えごまの油を日本で初めて食用化した、100年以上の歴史が
ある会社で、えごまオイルの販売量は日本一です。昔ながらの「圧搾製法」で、こだわりの油を製造しており、クセがなく
さっぱりとしています。さあ、毎日えごま、始めましょう！

チームあぶろーど中国語版（盆栽肥料） 日本語訳
［左側］ 昔ながらの肥料‐玉肥 日本の盆栽のプロはみな使っています。
玉肥って何？ 玉肥は肥料をこねて玉状に固めて物です。毎回盆栽に水をあげるときに、ゆっくりと溶け栄養分が浸み込
み、その効果を発揮します。玉肥の原料は油粕です。油粕は昔から使われている肥料です。効果があり、また他の肥料と
比べて経済的であるため、多くの盆栽を育てている盆栽家に愛用されています。

［中央］
太田油脂の玉肥のいいところ 栄養が豊富なため、葉の色が綺麗な緑色になります。油分が多いため、肥料の効果が長
いです。有機肥料のため、枝がしなやかになり、思い通りの盆栽を作ることができます。太田油脂の玉肥は昔からの厳選さ
れた菜種油粕と骨粉を混ぜたものです。この肥料は安全な有機肥料かつ効果が持続するため、多くの人に支持されてい
ます。彼らの菜種油の粕は一般のものとは異なっています。一般の菜種油の粕は有機溶剤を用いて作ったものです。この
方法で作った肥料は栄養素が比較的に少ないです。太田油脂の菜種油粕は圧搾製法で作られたものなので、栄養豊富
です。伊勢神宮や宮内庁でも使われていて、この肥料は太田油脂の自慢の商品の中の一つです。

［右側］
いつ使う？ 肥料を使う時期は４月～６月と、9月中旬～12月です。夏と冬は盆栽が冬眠するため、使う必要はありません。
どのように使う？ 鉢のフチに沿って10センチほどの間隔で玉肥料を置いてください。直接置いても構いませんが、しかし
玉肥が落ちたり、コケが玉肥によって汚れたり、動物に食べられるもあるので、プチドームを使うことをお勧めします。
種類 大粒 500ｇ、3㎏、8㎏、10㎏
小粒 500ｇ、3㎏、8㎏

チームあぶろーどドイツ語版（盆栽肥料） 日本語訳
［1ページ左側］ 盆栽マイスターになろう！～盆栽の肥料のススメ～
［1ページ中央］ 盆栽を初めるといいこと ・あなたのそばに緑を ・生涯にわたってできる趣味 ・健康に良く、脳を活性
化 ・盆栽を通じて仲間が増える
［1ページ右側］ 口コミ たくさん玉肥を使用すると、葉の緑が良く映え、ピンとする。多く与えてもゆっくり効くので肥料
焼けしない。油分が多い為、長く効き目がある。 有機肥料なので枝がしなやかになり、思うように形を造りやすい。
玉肥の成分 N 窒素5
P リン酸（燐酸）4
K カリ1
骨粉入り（牛の脊柱等が混合しないもの）
特徴 一番搾り圧搾は油分を高い割合のままに保つことに成功し（8％、通常1％）、微生物を活性化させる。そのため、肥
料やけもなく盆栽に優しい肥料。
玉肥の強み ・有機質100％ ・日本製品 ・創業明治３５年（1902年） ・販売日本No.1 ・宮内庁御用達 ・盆栽エンパイ
アにも紹介されていました！！
［2ページ左側］ 玉肥の使い方 ドイツでは３月下旬（Frühjahr）から秋まで肥料をまけます。50日で肥料を取り除いてく
ださい。11月半ばにまた肥料をまた加えましょう。
・小品（手のひらサイズのもの、樹高20ｃｍまでのもの） 肥料4粒
・貴風（樹高21-45ｃｍまでのもの）肥料6粒
・根元を隠さないようにあけておく
・プチドームを使用すると良い（水やり時に落ちてしまう、苔が汚れてしまう、ウジがわく、鳥に食べられるetc…の対策）
様々な使い道 ・盆栽 ・さつき ・ゆり科作物 ・キャベツ・レタス ・トマト、きゅうり、ピーマン
［2ページ中央］ 資源循環型事業 もったいない精神資源循環型企業を目指し、取り組んでいます。
［図］ 搾油→食用油→廃油回収→バイオディーゼル燃料／油粕→飼料・肥料→有機肥料→生産→搾油

［2ページ右側］
＜販売元＞ 株式会社JOYアグリス 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-17｜TEL. 03-3242-3600
＜製造元＞ 太田油脂株式会社 〒444-0825 愛知県岡崎市福岡町字下荒追28
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チーム はぐく海
ＯＫＫＯ真珠株式会社

英米学科
中国学科
中国学科
情報科学部

福岡遥（2016年度卒）
坂本桃代
戸塚奈水
山口智美

［広報成果物］
日本語・英語・中国語
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IFF Magicで使用したパンフレット 日本語版
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IFF Magicで使用したパンフレット 英語版
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IFF Magicで使用したパンフレット 中国語版
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