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4月 8日は『おからの日』 
～新年度に無病息災を祈る“令和の新習慣”へ～ 

 

一般社団法人日本乾燥おから協会（東京都渋谷区、石川伸代表理事/全豆連理事）では、毎年 4 月 8 日を『おからの

日』とすることを正式決定し一般社団法人日本記念日協会へ記念日登録を申請、このほど 1 月 29 日に登録されました。 

 

●４月８日を『おからの日』とした理由 

４月は別名『卯月』。「卯の花が咲く月」が転じて、『卯月（″卯の花月“の略称）』と呼ぶようになったという説があります。そし

て、卯の花と言えば「おから（雪花菜）」の別名。４月８日に行われる「花まつり（灌仏会・お釈迦様のお誕生日をお祝いする

行事）」では、家々に卯の花を飾ってお釈迦様のお誕生日を祝う風習が今も全国各地に残っています。 

お豆腐や油揚げ、豆乳、高野豆腐などを作るときに出る「おから」は、近年、食物繊維や大豆たんぱく質を含む健康食材とし

て注目されています。最近では、「乾燥おから」や「おからパウダー」が普及し、「おから」の栄養を手軽に摂取することができるよう

にもなりました。また、「おから」を積極的に食べることは、社会問題となっている″食品ロス低減“にも積極的に貢献することになり

ます。 

日本乾燥おから協会では、新年度、新生活が始まる時期に健康食材である「おから」を食べることで、慣れない新生活での体

調管理と１年間の無病息災をお祈りし、また、食べ物のありがたみや日本古来の「もったいない」心を思い起こす良い機会として、

「卯の花」とご縁の深いお釈迦様のお誕生日・４月８日を『おからの日』にすることとしました。 
 

●おからの日実行委員会を立ち上げ 

一般財団法人全国豆腐連合会と共に「2020・4・8 おからの日実行委員会」を設置し関係団体等 

に働きかけし、参加を呼び掛けます。加盟団体はロゴの使用やチラシ等を配布、後援団体も募る 

予定です。 

 

●おからの日ＰＲイベントの実施 

『４月８日 おからの日』に向けて、おからの日制定記者発表及びフードロスジャーナリストの 

井出留美さんのセミナー、精進料理/おから料理研究家の麻生れいなさんの料理教室を開催します。 

また、おからクッキング教室の開催支援などを行います。 

詳細は乾燥おから協会のＨＰをご確認ください。 http://okara.or.jp/ 
 

●各種おからの日ＰＲツールの作成 

おからの日のＰＲのためのチラシやリーフレット、のぼりなどのツールを制作することとしています。 
ご希望の方は(一社)日本乾燥おから協会までご連絡をお願いします。 
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新型コロナウイルスに関する情報をＰ．４以降に掲載しております。 
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スペイン・バルセロナの豆腐店を引き継ぎませんか！？ 
 

スペインのバルセロナにある豆腐店（現地法人「TOFU CATALAN SL」清水建宇代表）では、

店主がこの１０月に７３歳になり、肉体的にも限界が近づいたため、経営を引き継いでくれる

人を求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バルセロナ市は周辺も含めて都市人口４２０万人。豆腐店はその中心部にあります。一日平均

１２０丁の豆腐をつくり、油揚げ、厚揚げ、がんも、納豆もつくっています。ほかに弁当とお握

り、各種の日本食材も販売しており、月商約２３０万円です。従業員は弁当担当の女性一人だけ

で、店主と妻の老夫婦が中心です。 

 店は広さ１４０平方ｍ。このうち豆腐の工房が６０平方ｍ、売り場が５０平方ｍで、ゆったり

しています。機械類はすべて日本から運びました。業務用冷蔵庫、冷蔵ショーケース、納豆製造

用の保温庫も日本製です。ボイラーはスペイン製です。 
 

 経営を引き継いでいただく条件は、 

１）現地法人「TOFU CATALAN SL」の出資金（１５万ユーロ）のうち３分の１以

上を買い取り、出資者＝経営者になっていただくこと 

２）ご夫婦、親子、家族など、どんなかたちであれカップル（２人）であること 

 

 引き継ぎの意思をお持ちの方は下記のアドレス宛てにメールを送ってください。なお、「なぜバ

ルセロナで豆腐店経営をしたいか」を付記してくださるとありがたいです。募集は４月１１日（土）

をもって締め切らせていただきます。 

info@tofu.gr.jp 

さらに詳しい説明を希望される方も同じアドレスにメールを送ってください。折り返し、説明を

返送します。 

 

 

 

 
店舗入り口 

 
豆腐の製造場 

会員の皆様、是非、情報をＳＮＳ等で拡散ください！！ 

mailto:info@tofu.gr.jp


 “豆腐が消えた！？” 
 
前述、清水さんよりの情報です。 

先日、全豆連会員でカナダ進出を計画している神奈川県の「ハナ企画」巽司さんから、たいへん興味深い

記事を送ってもらいました。ドイツで激増しているビーガン（厳格な菜食主義者）が豆腐を求めるため、

ドイツの食品店やスーパーで売り切れが相次ぎ、店頭から豆腐が消えてしまった、というのです。 

 

（豆腐売り場には「孫世代のために」のラベルがある） 

日本経済新聞電子版の記事から 

ドイツの豆腐メーカーは「需要が生産能力を大

きく上回った。新年を期に多くの人が食生活を変

えようと、植物性食品を求めたのでは」と話して

いるそうです。 

 

 ご参考までに付記すると、ドイツには Taifun（「台風」の意味）という大手豆腐メーカーがあります。

ドイツ、フランス、オーストリアに計１６００㏊の大豆畑を所有し、味付けなど数十種類の豆腐を月産２

００万個もつくって、欧州各地で販売している巨大企業です。バルセロナでもすべての健康食品店にずら

りと並んでおり、私がつくっている日本豆腐は知名度で足下にも及びません。その Taifun 社のお膝元で

あるドイツで豆腐の需要が激増し、豆腐が品切れになったわけです。驚くべきことです。 

 記事にもありますが、昨年あたりから英国などで「地球環境を守れ」という若者の運動が勢いを増して

おり、彼らの多くが「地球を守るために自分ができること」として菜食主義を実践しています。この運動

はヨーロッパ全域に広がっており、私の店でも初めて見る客が増えました。バルセロナでも豆腐が品切れ

になるくらい売れる日が来るかも知れません。ヨーロッパでも日本でも豆腐が品切れになるくらい売れる

日がきてほしいものです。 

清水建宇  Tateo Shimizu 

TOFU ＣATALAN,S.L. 

Barcelona  SPAIN 

 

 

食物繊維多く食べると死亡リスク２割減 ９万人追跡調査 
＝ 国立がん研究センター 研究チーム調査結果 ＝ 

 
同センターでは、45～74歳の日本人の男女約 9万人に食事調査に協力してもらい、1995年以降、平均 16.8年

間追跡しまとめた調査結果では、豆類や野菜などに含まれる食物繊維はコレステロールや血圧を下げたり、炎

症を抑えたりする効果があるとされています。年齢や喫煙、糖尿病などの影響を除いて分析すると摂取量

が最も少ないグループより 10グラムほど多くとっている最も多いグループでは男性は 23％死亡リスクが

減少。女性は 18％減少していた。食物繊維を 10gとるには、ゆで大豆なら 120g、ゆでキャベツなら 500g

が目安という。どの食べ物からとっているか調べると、大豆などの豆類、キャベツなどの野菜類、ミカンなど

の果物類からの摂取量が多い人ほど死亡リスクが減少していた。一方、穀類からの摂取量は死亡リスクに明

らかな影響はみられなかった。主食に精白米やうどんが多く、穀類から食物繊維をとる量が少ないことが

考えられるという。（朝日新聞 DIGITALより） 

 



全豆連では去る３月２日（月）、政府要請による学校等の休校で、学校給食への納入が止まること

による豆腐製造事業者への影響が懸念されること、また、昨年の自然災害により国産大豆が高騰

（別添大豆近況をご参照ください。）していることについて、日本の豆腐文化を守る議員連盟（豆腐

議連）事務局（山田俊男参議院議員）を訪問し実情をお訴えしてまいりました。 

新型コロナウイルスについては政府では早急に支援措置を講じることを発表しておりますが、

加えて豆腐業界では国産大豆が急騰するというダブルパンチに見舞われております。豆腐製造

事業者各位におかれましては冷静なご対応と、ウィルスという“見えない敵”への十分な用心と、

衛生管理等に一層の対策を講じますようご留意をお願い申し上げます。 

 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける食品事業者の皆様へ 

金融支援措置、雇用調整助成金の特例措置や相談窓口などを御紹介しております。 

更新：2020 年 3 月４日 

新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

政府では新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を講じており

ます。金融支援措置、雇用調整助成金の特例措置や相談窓口（土、日も受付）などを御紹介します。 

今回の新たなお知らせとして、「小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援（新たな助成金制

度）」、「テレワーク導入等に係る助成金の特例」、「食品表示基準の弾力的運用」について御紹介します。 

 

詳細やお問い合わせ先、その他の支援策は、下記アドレスより経済産業省パンフレット「新型コロナウイル

ス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」（PDF：583KB）をご参照下さい。 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 

 

また、厚生労働省より、 

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援（新たな助成金

制度）について公表がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

小学校が臨時休業した場合に、保護者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問

わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設

された旨が公表されました。 

 

○詳細については、速やかに検討を進め、公表されるとのことです。 

 

＜厚生労働省 HP＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html 

 

新型コロナウイルス・国産大豆高騰による影響懸念を報告 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html


新型コロナウイルス感染症に係る中⼩企業者対策を講じます 

（セーフティネット保証4号の指定） 
2020年2⽉28⽇ 

 

経済産業省は、先般発⽣した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中⼩

企業者への資⾦繰り⽀援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決

定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中⼩企

業者について、⼀般保証と別枠の保証が利⽤可能となります。 

先般全国47都道府県から、新型コロナウイルス感染症によって多数の中⼩企業・⼩

規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが⽣じたとして、セ

ーフティネット保証4号※の指定の要請がありました。 

※売上⾼等が減少している中⼩企業・⼩規模事業者の資⾦繰り⽀援措置として、信⽤

保証協会が⼀般保証とは別枠で融資額の100％を保証する制度です（参考資料）。 

これを踏まえ、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上⾼等が

減少している中⼩企業者・⼩規模事業者の資⾦繰り⽀援措置として、以下の地域を対

象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。 

 

【指定地域】 47都道府県 

3⽉2⽇に官報にて地域の指定を告⽰する予定ですが、本⽇から、信⽤保証協会においてセーフティネッ

ト保証4号の事前相談を開始します。 

 

関連資料 

（参考資料）セーフティネット保証4号の概要（経済産業省ＨＰをご参照ください。） 

 

関連リンク 

新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報 

 

担当 

中⼩企業庁 事業環境部 ⾦融課⻑ 貴⽥ 

担当者︓⾼橋、⼩野 

電話︓03-3501-1511（内線5271〜5）   03-3501-2876（直通）   03-3501-6861（FAX） 

 



 
「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課 

 

平素より厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ ます。政府の新型コロナ

ウイルス感染症対策本部の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、別添のとおり「新型コ

ロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」が取りまとめられ、２月 17日に公表されたところで

す。貴会におかれましては、同内容について、会員各位へ周知いただくとともに、職員も含め、高齢者及

びこれらの家族等による適切な相談及び受診がなされるようご対応をお願いいたします。 

 

＜参考＞ 

・新型コロナウイルスを防ぐには 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pd 
  

・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19kikokusyasessyokusya.html 



レジ袋有料化に向けた取組についてのお願い 
 

 

 平素より３Ｒ行政にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 

プラスチックが短期間で経済社会に浸透し、我々の生活に利便性と恩恵をもたらしてきた一方で、資源・

廃棄物制約や海洋ごみ問題、地球温暖化といった、地球規模の課題が深刻さを増しております。こうした

背景を踏まえ、政府において、プラスチックの過剰な使用の抑制を進めていくための取組の一環として、

プラスチック製買物袋の有料化を通じて消費者のライフスタイルの変革を促すため、「容器包装に係る分別

収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下、容器包装リサイクル法という）の枠組みを基本とし、令

和元年 12 月 27 日、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排

出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」が改正されました。 

本改正により、小売業に属する事業を行う事業者は、商品の販売に際して、消費者がその商品の持ち運

びに用いるためのプラスチック製買物袋（いわゆるレジ袋）を有料で提供することにより、プラスチック

製買物袋の排出抑制を促進することとなります。令和２年７月１日から全国で一律にプラスチック製買物

袋の有料化が開始されます。 

つきましては、これまでも容器包装リサイクル法に基づく３Ｒ、プラスチック製買物袋の有料化制度等

にご協力いただいているところではございますが、下記のとおりプラスチック製買物袋の有料化に向けた

準備を進めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 
 

１．プラスチック製買物袋の有料化に向けたご対応のお願い 
  令和２年７月１日から全国で一律にプラスチック製買物袋の有料化が開始されますので、ご対応いた

だきますようお願いいたします。なお、有料化にご対応いただくにあたり、実施ガイドラインが作成さ

れているほか、コールセンターにおいて各種問い合わせを受け付けております。実施ガイドラインにつ

いては、下記ＨＰの＜広報物＞の「１．ガイドライン」をご参照ください。 

 

２．広報物のご活用のお願い 
  プラスチック製買物袋の有料化に伴い、店頭でご利用いただけるポスターやＰＯＰ等の広報物が作成

されておりますので、ぜひご活用ください。広報物については、下記ＨＰの＜広報物＞の「店頭で使え

るツール」及び同梱のチラシをご参照ください。 

 

３．政府主催の説明会のご案内 
  令和２年３月下旬より事業者を対象とした政府主催の説明会が各地域で開催されますので、ぜひご出

席ください。なお、詳細な日時、場所等については、下記ＨＰの＜説明会＞の「説明会に参加したい」を

ご参照ください。説明会の参加申し込みは３月頃開始予定です。 

 

４．プラスチック製買物袋削減に向けたキャンペーンへの参加のお願い 
令和２年４月以降、政府において先進的な取組（野心的な削減目標を掲げている取組や、有料化と併

せた創意工夫のある取組）を集め、その取組内容やプラスチック製買物袋の辞退率・削減量の実績等を

広く発信し、プラスチック製買物袋の使用量をより効果的に削減するためのキャンペーンが実施される

予定です。詳細については今後ＨＰ等を通じて発表されますが、取組に賛同いただける場合には、本キ

ャンペーンへの参加を是非よろしくお願いします。 

 

＜各種問い合わせ先 （コールセンター）＞ 

 

相談受付時間 月～金曜日（祝日除く） ９：００～１８：１５ 

 

  〇事業者の皆様向けの相談窓口  ０５７０－０００９３０ 

  〇消費者の皆様向けの相談窓口  ０５７０－０８０１８０ 

 

＜プラスチック製買物袋の有料化に関するＨＰ＞ 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html 

 

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html


＝4 月よりパートタイム・有期雇用労働法が施行＝ 

 

同一労働同一賃金に対する企業の対応について 
 

 
働き方改革の一環で「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月から施行されます

（中小企業は2021年4月から適用）。正規・非正規の雇用労働者間で、基本給や賞与、

手当などあらゆる不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」などの導入を控えてい

ます。 

同一労働同一賃金は、人件費などの負担が増加することが予想される半面、正規・非正

規を問わず優秀な人材確保が期待されています。 

帝国データバンクはこのほど、景気動向調査調査とともに同一労働同一賃金に対する企

業の対応状況について調査を実施しました。企業の59.2％が同一労働同一賃金への対応

を進めている一方、一部では労務費などの増加懸念や個人の能力差への対応などに否定的

な意見もあり、「対応していない（できない）」とする企業が13.9％程あるとされていま

す。対応状況では『運輸・倉庫』や『サービス』『製造』で6割を超え高かった一方、

『農・林・水産』『不動産』45.1％となるなど、同一労賃への対応に業界間で濃淡がみら

れました。 

他方、「同一労賃の導入により、非正規雇用の待遇面を改善する動きが広がれば、賃金

全般、ひいては景気動向にプラスの影響を及ぼす可能性があると期待したい」（電気機械

器具卸売、東京都）など、前向きにとらえる企業も見受けられたとのことです。 

調査では、「政府や行政は、企業が滞りなく対応できるよう引き続き制度に関する説明

や取り組み支援などを行うとともに、施行された後の効果についても広く示していく必要

があろう。」と結んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＨＡＣＣＰの制度化は、本年６月１日より施行 
（経過措置期間は一年） 

 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化については、２０２０年６月１日より全ての食品製造事業者を

対象として向こう一年間の経過措置期間を経て２０２１年６月１日完全施行（義務化）となります。

また、衛生管理を担う「食品衛生責任者」も必置となります。 

豆腐業界は圧倒的に中小零細企業が多い（９割以上）ため取り組みが難しいことを踏まえ、事

業者の負担軽減のため、昨年、当連合会と日本豆腐協会において合同作業部会（ワーキンググ

ループ）を設置し、従前の「豆腐」の手引書を「豆腐・豆乳・オカラ」編に改訂するとともに、新たに

「油揚げ・厚揚げ・がんもどき・オカラドーナツ」編として２冊の手引書を編纂しました（既報）。 

この手引書は豆腐製品の特性に応じて危害要因の分析や衛生管理計画の作り方、記録様式

などを収載し、豆腐製造事業者の利便性を考慮し作成されており、小規模事業者であってもこの

手引書により沿ってＨＡＣＣＰへの対応が可能となります。年度内には印刷・製本を終えるスケジ

ュールで進めておりますので、新年度には会員の皆様へお届けできるかと存じます。改正食品表

示法施行の過渡期にあり食品製造事業者はもとより国や自治体、食品関係団体にとりましても

大きな転換期を迎えておりますが、食品衛生関係の体制強化とともにこの手引書は各地区の保

健所の指導要綱ともなるものですので経過措置期間の間に鋭意ご準備をお願い申し上げます。 

 

営業許可制度の見直し、食品リコール情報の報告制度は 

２０２１年（令和３年）６月１日施行 
 

前述のＨＡＣＣＰにも関連しますが、当連合会が見直しを要請しておりました「営業許可制度」につき

ましても、明年２０２１年６月１日施行（経過措置期間最大３年）となります。これにより、従前、「豆腐

製造業」の営業許可では「豆腐」の製造のみが対象とされていたものが油揚げや厚揚げ、がんもど

き、オカラドーナツ、豆乳（*1）大幅に拡充されることとなりました。これまで自治体によって指導が

異なった施設基準も公衆衛生上のリスクを踏まえ対象業種が区別され平準化されます。 

また、食品リコール情報の報告制度については、食品等事業者がリコール（*2）に着手した際に

都道府県等に報告を行うもので、基本的に厚生労働省が整備を進めている「食品衛生申請等シス

テム」により報告を行い国民に一元的に情報提供ができる制度についても同日の施行となります。 

 

（*１）豆乳については清涼飲料水を除く 

（*２）リコールとは製造上の過誤などにより製品に欠陥があることが判明した場合に、法令の規定または

製造者・販売者の判断で、無償交換・返金・回収などの措置を行うことで、法令に基づくリコールと

製造者・販売者による自主的なリコールとに大別されます。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A0%E9%99%A5


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全豆連の販促・食育ツール、ご活用ください！ 
 

★ 食育用小冊子 「知っているかな とうふのひみつ」  
この冊子は、かねてより学校教育の現場からも要請をいただき、未来の消費

購買層でもある低年齢層への啓蒙普及に資するもので、日本の豆腐の良さ

をわかりやすく伝えることを目的としております。乳幼児期は親からの受け身

による“食べる食育”が主体ですが、就学時からは“学ぶ食育”のためのマン

ガ本形式の食育ツールとなっております。 
Ｂ５版・全１２頁 価格￥１００円＋（税・送料） 

 

★ 「豆腐読本」   お手元に「豆腐読本」、比類ない一書です！！ 

豆腐油揚製造事業者、業界関係者必携の“バイブル”！ 
 

基礎知識から豆腐の歴史、豆腐一般、豆腐の材料・資材、豆腐製造に使用する機械・器工

具、豆腐製造法、豆腐の品質管理、関係法規、開業支援、豆腐製造に関する各種トラブル

Q&A、豆腐の美味しいレシピ等専門的分野に至るまでを網羅した比類ない一書です。 

A4 版・全 163 頁 価格￥3,000（会員は￥2,500）＋（税・送料） 

 

 

★ ＤＶＤ「お豆腐屋さんのこだわり豆腐」 
         □とうふのうた            □職人がつくる本当においしい豆腐 

        □豆腐の歴史             □タメになるおとうふクイズ 

《収録内容》   □豆腐でビューティー＆ヘルシー生活  □荻原井泉水の言葉 

  □家族で楽しく豆腐をたべよう！ 

        □ＡＬＬ ＰＬＡＹ    □ダイジェスト           価格￥650＋（税・送料） 
 

このＤＶＤは、こだわりを持って製造している豆腐製造事業者が大量生産・低価格商品との商品の違いや高

付加価値製品の優位性をＰＲするために、一般消費者、学校・料理・栄養関係者向けにわかりやすく解説し

た内容（上記参照）となっております。 
 

 「豆腐売りの喇叭（ラッパ）」すとらっぷ          大 好 評 ！  
 

と、ちゃんと鳴ります！本物顔負けの音色♪ 
ラッパのミニ解説付き・個別包装済・製造物責任（ＰＬ保険）加入済 

     （全長６㎝×最大幅２.５㎝×最大厚さ２㎝） 

         価格￥５００＋（税・送料） 

ご要望により、卸（１ロット 100個～＠￥４５０（税・送料）を始めました！ 

 
豆腐販売の引き売り（移動販売）に使用されておりました豆腐売りのラッパは、響き渡るその音色から売り

子の声や街の喧騒といった古き良き時代の情景とともに、日本の原風景までも彷彿させます。近年になり、

その懐かしさと相まって古くて新しいツールとして甦り、移動販売を中心にその需要が広がっております。 
  

★ 冊子「豆 腐」新栄養成分表を収載、改訂第６版、好評頒布中！ 
 

豆腐製品に関する一般向け総括的冊子「豆腐」がリニューアルしました。改訂第６版

となる同誌には、新たに油揚・厚揚・がんもどき等の一般的な製法や新しいレシピ集、

統計データなどが収載されております。消費者庁のポータルサイトにも登録されてお

り、広く消費者、料理・栄養関係者の要請にも対応しております。豆腐マイスター講

座でも活用されています。 

A4 版・全３６頁。価格￥500（会員は￥300）＋（税・送料） 
 

 

いずれも豆腐製造事業者・関係各位はもとより、小・中学校などでの豆腐作り体験教室や一般消費者に向けた豆

腐のセミナー等「食育」の活動や各種イベント、勉強会、そしてお得意様向けのグッズとして店頭での活用等にお

役立てください。お問い合わせ・ご注文は、 

全豆連：ＴＥＬ03－3833－9351 またはＦＡＸ 03－3833－9353へ！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


