
株式会社 精華堂あられ総本舗

〒135-0024 東京都江東区清澄3-10-5
TEL : 03-3641-9288 FAX : 03-3641-9221

HP : www.seikadoarare.co.jp

「 本当の美味しさを求めて
安全にたどりつきました 」



精華堂あられの7つの味わい 1

いつもより７回多く噛みしめて

①香り
②唇
③歯ざわり
④味付け素材（醤油や塩など）
⑤米との出会い

⑥米の旨み
⑦のど越し

ここが味わえる贅沢感が
精華堂の特長です！

米菓は70%から90%がお米で作られています。
また味付け素材は、お米に混ぜなければ、外側にしか付きません。
つまり米菓の本当の美味しさは、噛みしめた後にお米の甘み旨味が
染み出てくるかどうかが重要です。
精華堂にとって、米菓の必要条件は「お米の味わいがすること」です。

7つの味わい 堪能ポイント



精華堂がご提供する本物の美味しさ 2

美味しさの原点がここにある

株式会社精華堂あられ総本舗

代表取締役社長 清水敬太

創業80有余年、あられ一筋。

美味しさの原点は、農薬も化学肥料も使わずに栽培されている国内産有機米。
しかも、味が最高と言われる宮城県産「みやこがね」銘柄を使用。
そして、味付け素材の醤油や豆・砂糖等にも有機・無農薬栽培素材・天然素材を使うこ
とに徹していることです。

このこだわりが、素材の美味しさを引き出し、美味しさをお客様にお届けできると考え
ます。

また、安全へのこだわりの証として有機JAS認定も取得。現在、1,000社以上と言われる
米菓メーカーの中で、国産有機もち米100%で有機認証品を作り続けている唯一のメー
カーとなっています。

美味しさと安全を究め、手間ひまをかけ、ひとつひとつ心を込めた私たちの
『ものづくり』をご案内いたします。

有機認定証明書製造業者
（米菓製造業者）



オーガニックのはじまり
3

「本当の美味しさ」＝「安心・安全」
幼い頃、山梨県で農業を営んでいた叔父・叔母夫婦のところに疎開していた私は、田畑を駆け回る元気な少年でした。
その私が大好きだった叔母が、ガンで亡くなりました。はっきりと原因を特定することはできませんが、叔母は叔父の
手伝いと農薬散布を行っていました。そのことが、多少なりとも叔母の健康に悪影響を及ぼしたと、現在でも私は思っ
ています。

人の健康をも脅かす“有害な薬剤”が日常の食卓に並ぶ、農作物の栽培で使用されていること。そして、それが公然と認
められている現実に大きな衝撃と強い怒りをおぼえました。この時の体験が後の私に大きな影響を与えました。

創業者で私の父でもある、清水 六蔵が社長だった頃、私はあられ・おかきに最も合うお米や味付け素材を探し求め、お
よそ３年かけて日本全国の農家を隈なく訪ねました。
それこそ、北は北海道から南は沖縄まで、ほぼすべての都道府県を歩き回り、作物はもちろん栽培方法の細部に至るま
でお伺いしました。

そんなある日、宮城県の農家を訪ね、ご馳走になった炊き立ての白いご飯がそれはそれは美味しくて、今までに食べた
ことがない美味しさに感動しました。

聞けば、そのお米は農家ご一家が自分たちの食用として栽培・収穫した無農薬のお米だということでした。
「これだ ！」 私が探し続けていた答えがようやく見つかりました。
私の「本当の美味しさ」を追い求めた旅は、幼少期に経験した叔母への惜別の思いと同じ答えに辿り着いたのです。
この時、「本当の美味しさ」＝「安心・安全」であると私は確信しました。

株式会社精華堂あられ総本舗

代表取締役会長 清水精二



精華堂の使命と夢 4

オーガニックの「もち米」を使う
“歴史的”な理由

あられ・おかきの発祥は、すでに奈良時代の文献に記載があると言われるほど古いものです。
元々は、神様へのお供え餅の「お下がり」として、お祝い事などが終わった後に固くなったお餅を、細かく切って炒ったり焼いたり
して味付けをして皆でいただいたのが発祥とも言われております。

最近でも、お供え餅を時期が過ぎてから細くして、揚げ餅にするご家庭も多くあったかと思います。
つまり、あられ・おかきの元々のはじまりは、神様にお供えするほどの、最高の美味しいお餅を使って作る、最高級の家庭の味、家
庭の料理だったのです。

「斎庭ゆにわの稲穂の神託」の絵にもあるように、「米」は日本の文化にとって、とても重要な食材であり、気軽な「お菓子」とし
て広まった現在でも、歴史と文化の僅かながらでも関わってものづくりができることを、いつも誇りに思っています。

しかしながら、あられやおせんべいが、手軽に買え求められるような時代になり、安いお米を使うことでより買いやすくなっていく
一方でお米の質が二の次にされるようになってきました。
それは、くず米や破砕米、中米(粒のちいさいもの)や古米を、有効利用するための用途として、重宝されるようになっている側面も
あり、一概に良くないことではないとは思います。(2008年の「偽装米・事故米事件」のようになると問題ですが)
しかし、本来の、最高の美味しいお米を使って作るあられ・おかきが、どんどんすたれてきているのは確かです。

精華堂あられは、この昔ながらのあられ・おかきの発祥の想いに深く共感し、最高級のもち米を使ったあられ・おかきづくりにこだ
わり続けています。
このような想いを持つメーカーがどんどん少なくなっている中で、この姿勢は当社が一社になっても続けていこう、貫いていこう、
という「使命」を感じております。



田んぼにはじまる米菓作り 5

「奇跡のリンゴ」木村秋則さん指導の自然栽培米

精華堂のあられ・おかきの原料米は
「どこで」「だれが」「どのように」栽培したのか
すべて管理しています。
田んぼを調査したり、書類で点検するだけでなく
生産者の方々と心を通わせながら
より美味しく安全なお米づくりを目指しています。

田んぼの履歴書

世界農業遺産に認定！

お米の美味しさの追求し、精華堂が辿り着いた『自然栽培米』。
精華堂が工場を構える、お米の産地の宮城県大崎地区では
木村秋則さんにご指導いただき、契約農家さんと共に
農薬はもちろん、肥料すら使わず土壌本来の力を活かす
自然栽培で有機認定の米作りに取り組んでいます。

宮城県大崎地区一帯では、木村秋則さんやＪＡ加美よつばさんのご支援を賜り
地域をあげて環境にやさしい栽培方法に取り組んでいます。
2017年には東北初の「世界農業遺産」に認定され
“究極のお米”の一大産地に変貌しようとしています。
有機栽培、自然栽培で収穫されたお米は、精華堂やＪＡ加美よつばさんなどが
全量買い取ることで生産をバックアップしています。
NTT docomoもICTを活用した自然栽培の普及プロジェクトも話題になっています。



本物の素材だけの美味しさと深い味わい

有機醤油
国産の有機小麦・有機大豆を使い、埼玉県秩父の「ヤマキ醸造」で作られた木桶熟成の有機醤油

白醤油
有機小麦・有機大豆を使い、料亭白だしで有名な愛知県の「七福醸造」で作られた有機白醤油

塩
太平洋の大島(東京都)の海水を使い、壺焼き製法で作られたミネラル豊富な焼き塩「海の精」

ざらめ(砂糖)
米国産の有機サトウキビの絞り汁から作る有機砂糖

かつお節
工場内で煮出して作るだし醤油に使うかつお節は、鹿児島県の水揚げもの

昆布
「美味しんぼ」でも有名な大阪の「こんぶの土居さん」の目利きによる日高の真昆布

みりん
国産の有機もち米を使った、愛知の「角谷文治郎商店」の三河みりん

揚げ油
国産の米油か米国産の有機紅花油を使い、高温でカラッと揚げています

海苔
九州有明産の香り豊かな海苔
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全国から美味しい素材を厳選



大人気！ロングセラー商品 7

精華堂あられ総本舗の
一番人気です。

国産有機栽培もち米を
植物油でカラっと揚げて
黒糖醤油で仕上げました。

生地の外側はしっとり、中は
サクサクのかりんとう風の
おかきです。

黒糖かりん 32ｇ

国産有機栽培もち玄米を
植物油でカラっと揚げました。

味付けは塩のみ。シンプルだか
らこそ、素材の味を楽しめます。

玄米本来の香りと、サクサク食
感をご堪能下さい。

玄米揚げ しお 30ｇ

チーズおかきを35年以上作り
続けている精華堂の自信作です。

ヨーロッパから取り寄せた、カ
マンベール約７５％のナチュラ
ルチーズを使用。(化学調味料
不使用)

自社特製白醤油出汁で味付け
した、うす味のおかきでサンド。

チーズおかき 9枚

北海道産のあずきを有機栽培も
ち米でサンドした一品。

おかきの塩加減とあんこの甘味
がマッチした味わいです。

サクサクおかきに、やわらかあ
んこのダブル食感の和菓子です。

あんこおかき 9枚



米にこだわる関連商品 8

伝統的な１歳の誕生日のお祝い品。
楽天でレビュー2,000件以上！顧客満足96%の人気商品。
「奇跡のリンゴ」木村秋則さん指導による有機認定の
自然栽培もち米で作る最高級なお餅です。

一升餅

木村秋則さんの指導により復活した幻の米ササシグレ。
代表取締役社長の清水敬太が理事長を務める、NPO法人
「木村秋則自然栽培に学ぶ会」が主体となり、宮城県の推
奨銘柄に復活登録した銘柄です。

2016年には表参道にその名の通り『ささしぐれ』というお
寿司屋さんも登場しました。

奇跡のリンゴの木村式自然栽培
宮城県産【ササシグレ】



未来の子供達と日本の田園環境 9

『本物の米菓』を日々レベルアップさせてご提供

「美味しくて安心安全」「オーガニック・ジャパン」
「自然栽培（農法）」

米菓を通じて「地球」「環境」
「未来の子どもたち」「地域」に貢献し
ひとにやさしい持続可能な農業を育てます

私たちのもう一つ使命は、未来の子供達と日本の田園環境に貢献することです。
安心して泥んこになって遊べる、そして多くの小動物たちが共存している田んぼを増やすことです。
おかげさまで、当社の有機栽培米を提供してくださる農家さんの、農薬も化学肥料も使わない田んぼには、た
くさんのホタルが戻ってきてくれました。
蛍が飛びかったまぶしいくらいの田園を、最高級のもち米「みやこがね」の故郷である宮城県大崎平野から、
日本のあちこちに広めていくことが、私たちの夢です 。



実績

『和菓子のオリンピック』と呼ばれる全国菓子博覧会にて、信頼の証として数多くの賞を頂いております。
これは有機米菓工場の認定とともに、従業員全員の努力とお客さまをはじめ、原料生産者さま、関係各位から
の心あたたまる支援、応援の賜物です。
これらも常に美味しさの原点を忘れず毎日の研究開発を重ね、本物の美味しさとは何かを問い続けて参ります。

最近の入賞商品のご紹介

◆揚げおかき
◆五重椿
◆げんこつ揚げ
◆豆入年輪
◆炭火焼おかき
◆有機年輪
◆有機黒糖かりん
◆玄米揚げしお

第１６回
第１８回
第１９回
第２０回
第２２・２３回
第２４回
第２６回
第２７回

全国菓子博覧会名誉金賞
全国菓子博覧会総理大臣賞
全国菓子博覧会名誉無鑑査賞
全国菓子博覧会食糧庁長官賞
全国菓子博覧会大賞・金賞
全国菓子博覧会技術優秀賞
全国菓子博覧会厚生労働大臣賞
全国菓子博覧会奨励賞

揚げおかき 五重椿 げんこつ揚げ 豆入年輪 炭火焼おかき
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全国菓子博覧会 表彰実績

有機年輪 有機黒糖かりん 玄米揚げしお

（第25回は不参加）



「あんこサンドおかき」が、日経流通新聞に取り上げられる。

フジテレビ情報番「特ダネ」に「玄米おかき」が紹介される。

「もちかりん」がインターネット楽天市場のお菓子１８品に選ばれる。

日本テレビの「情報ツウ」に「玄米おかき」が登場。都内百貨店お歳暮ランキングで７位になる。

「お医者さんがすすめるクラシックダイエット」（三好基晴著）に精華堂が紹介される。

「食べておいしいお取り寄せ」（冬木れい著）で「玄米おかき」「炭火焼おかき」が紹介される。

「フジサンケイビジネス」に社長インタビューが掲載される。

「日本産業新聞」（9/30付）に「柿の種」が紹介される。

「るるぶじゃぱん」12月号に「柿の種」が紹介される。

「メイプル」1月号に「もちかりん」「玄米おかき」が紹介される。

ラジオ日本の「懸ＳＨＯＷタイム」で「ロシアンルーレット」が紹介される
日経新聞（1/16付）に「コロコロおかき」が紹介される。
講談社「日本をロハスにする30の方法ｰBUSINESS LOHAS」に精華堂あられ「古川山荘」が紹介される。

「全国おいしい食べもの探訪 米ぢから八十八話」（向笠千恵子著）に「手のし柿の種」が紹介される。

マツモトキヨシdigimaga（デジマガ）のひとめぼれスィーツに「チーズサンドおかき」が紹介される。

「リンゴが教えてくれたこと」（木村秋則著）に精華堂が紹介される。

「dancyu」に「手のし柿の種」が紹介される。

日本テレビ「嵐にしやがれ」とテレビ朝日「黄金伝説」に「ARARE no RE」が紹介される。

「ARARE no RE」が「OMOTENASHI SELECTION金賞」を受賞
テレビ東京「なるほどストリート」に精華堂本社ショールームが紹介される。

メディア掲載 11

◆平成15年11月

◆平成15年12月

◆平成16年 9月

◆平成16年12月

◆平成17年 3月

◆平成17年 5月

◆平成17年 6月

◆平成17年 9月

◆平成17年11月

◆平成17年12月

◆平成18年 1月

◆平成18年 4月

◆平成19年 1月

◆平成21年 5月

◆平成24年12月

◆平成26年 6月

◆平成27年 4月

お医者さんがすすめる
クラシックダイエット 食べておいしい

お取り寄せ

あんこサンドおかき 玄米おかき

フジサンケイ
ビジネス

日本をロハスに変える
３０の方法

もちかりん

るるぶじゃぱん

ARARE no RE

リンゴが教えてくれたこと

dancyu

柿の種4種
ロシアンルーレット
（ハバネロ巻きぃ）



■昭和１０年 ２月 東京都墨田区向島にて精華堂霰総本舗 清水六蔵商店として創業。

■昭和２６年 ９月 東京大空襲の後、東京都江東区清澄にてあられ製造を本格的に再開。

■昭和３８年 ５月 業績の発展に伴い、株式会社精華堂霰総本舗となる。

代表取締役に清水六蔵（通称・しみろく）就任。

■昭和３９年 ３月 東京都足立区島根に工場移転。原料を厳選し、伝統の技術で高品質の商品開発に力を入れる。

■昭和５０年 ９月 「げんこつ揚げおかき」で大きくて堅いゲンコツおかきの形を、

崩さず中までふっくらと揚げる製法を考案、商品化。

■昭和５３年 ４月 秘伝の技術で、胡麻、エビ、海苔の三層を貼り合わせたおかき「清澄焼」のソフト手焼きを開始。

■昭和５４年 ４月 清水精二、代表取締役に就任。

■昭和５５年１１月 元祖「チーズサンドおかき」の製造開始。

■昭和５９年 ３月 東京都江東区にショールーム東京店を開店。

■平成 ３年 ２月 食品において最も大切な原料と水、主原料のもち米「みやこがね」と美味しい水の

米どころ宮城県古川市（現・大崎市）へ誘致企業として工場を設立。地球環境を

考え、無農薬もち米、その他の副原料も無農薬のものを使用した、美味しくて身体

にいいものをつくるメーカーを本格的に目指す。

■平成 ３年 ９月 「炭火おかき」の製造を開始。

炭火を使った昔ながらの手焼き製法でふっくらした焼き上がりを実現。

■平成１３年 ５月 宮城工場が有機ＪＡＳ認定工場に認証される。国内産有機もち米１００%使用。通信販売事業開始。

■平成１４年 ５月 商品の５０％が有機認定品となる。

■平成２３年 ３月 東日本大震災で被災。

沿革 12

無着色・無添加ひなあられ 元祖チーズサンドおかき人気の有機あられ各種 有機あられと堅焼おかき



お客様の声 13

子どもに安心して食べさせられました。普段、米菓はあ
まり食べないのに、たくさん食べていたので驚きました。

いつも一袋完食してしまうけど、全く胃がもたれなくて
うれしい。お米の味が美味しい。

おかきはお茶はもちろん、ビールにも珈琲にも合う！

オフィスではスナック菓子を食べがちだったので、体に
良さそうなおかきに出会えて良かったです。

私共は、一人一人のお客様からのどんな些細なお声も決して聞き逃しません。
お客様との接点を最も大切にして、皆さまからのご意見・ご感想を出来る限り多く、お聞きすることで商品づくりや
サービス向上に活かし、感謝の意を表したいと考えております。
そして、『一度、食べてみたい』 『また食べたい』 『親しい人に贈りたい』とお客様にお喜び戴けることが、私たち最
大の喜びになります。
そのために、日々努力し続けることこそが唯一、お客様満足への道であると肝に銘じております。
これからもお客様にとって【価値ある商品】を作り続けます。

精華堂あられ総本舗スタッフ一同



会社概要

東京都江東区清澄3-10-5

TEL：03-3641-9228

FAX : 03-3641-9221

東京本社ショールーム

宮城県大崎市古川清水新田65-1

TEL : 0229-26-2301

FAX : 0229-26-2303

宮城工場
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●商号 株式会社精華堂霰総本舗
●創業 昭和１０年２月１４日
●会社設立 昭和３８年５月１３日
●本社 東京都江東区清澄３丁目１０－５
●代表取締役 清水敬太
●資本金 １０，０００万円
●従業員 ３０名
●HP http://www.seikadoarare.co.jp/


