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～パティスリー ベルン～

Sweet Memories

40年目のいま、
あなたに伝えたい

「ベルン」のおかしな物語



昔のDMハガキ。
レトロな感じが良いですね。

自宅にて、昔のユニフォーム姿の父と私

こんにちは、パティスリー ベルンの二代目シェフ・倉本 洋一です。

私は1972 年、バニラやバターの甘い匂いが漂う、洋菓子店の家に生まれました。

小さい頃、よく友達に「家がケーキ屋やったら、毎日ケーキが食べられて
ええなあ？」って言われてきました。

でも当然、毎日食べられるわけはなく、たまに食べられるとしても「売物」
ではない、言わばカステラの切り落としみたいなところばかりでした。
でもその切れ端の部分が意外と美味しいんですよね。これは、お菓子屋の
子供の特権だったのかもしれません（笑）。

小学校の帰り道、よく友達と一緒に店に立ち寄り、父に頼んでケーキの端切れ
をもらっていました。わら半紙に包んで持ってくると、友達は大喜びしてくれて、
ニコニコ顔で一緒に食べていた記憶が昨日のことのように思い出されます。

そんなこどもの頃から、人を一瞬で笑顔にできる「お菓子」の不思議な魅力に
惹かれていたのかもしれません。

てなわけで、私もいつの間にか、父と同じ、パティシエ（菓子職人）の道を
歩むことになっていました。

人を一瞬で笑顔にできる、

お菓子の魅力…

プロローグ
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さて、「ベルン」がオープンしたのは、今から約 40年前の 1968年、西宮・鳴尾に、
わずか 4坪半のお店でスタートしたのが最初でした。 

創業者である倉本 洋海（父）は、長崎県の壱岐の島で生まれました。
幼いころに両親を亡くし、兄弟もおりませんでしたので、寂しい幼少期を
過ごしました。

幸いに 14歳までは祖母が健在で、周りの親戚などにも支えられながら、
何とか中学校までは出させて頂きました。

祖母が他界してからは、住んでいた家も人手に渡ってしまい、帰る家がなく
なってしまいました。頼れる身寄りがいなくなり、15歳で島を離れることを
決心し、お菓子の道に飛び込みました。自分には、もう「このお菓子の道しか
ない！」と心に決めての修行だったそうです。 

まわりの職場の仲間が遊びに出かけている時も、デパートの屋上で空を見上
げながら遊びに行くのを我慢し、独立するためのお金をコツコツ貯めていた
そうです。

親兄弟もいない、お金もない、頼れる人もいない状態からの独立でしたので、
小さなお店をオープンするのも、相当の困難を極めたそうです。

創業してから今日まで、様々な困難を乗り越え、多くの皆様に支えられながら
今日までやってきました。 

下の写真はもう一人の創業者、倉本 優子（母）です。

店番をしながら、職人さんの食事の支度や、その他家事・育児まで全てを
切り盛りし、深夜遅くまでレシート点検や帳面をつけていた母の姿を思い
出します。

今日のベルンがあるのも、影で父を支える母の存在が大きかったと思います。
たった二人で小さな、小さなお店のオープン。
それがベルンの歴史のはじまりです。

ベルンのはじまり

『本日開店』

第　  章1
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開店当時の喫茶

先日、ある常連客のTさんにこんなこと言われました。

「知らんかったわ～。甲子園サブレの【サブレ】って、フランス語で
【砂】って意味やったんやってぇ？」。

私はビックリました。

「甲子園サブレ」と言えば、30年以上売れ続けている、ベルンの代名詞とも
言えるロングセラー商品です。

「知らなかったんですか、Tさん。『砂』って意味だから、甲子園からの贈り物、
お土産としてピッタリなんじゃないですかぁ。」って答えた後、
やっと気づいたんです。

「全然、伝わっていない…」

あの常連のTさんが知らなかったってことは、多分ほとんどの方が「知らない」…

「我々パティシエが、お菓子を作るときに想う『意味』や伝えたい『メッセージ』
は、キチンと説明しなきゃ、お客様には伝わらない…」

そう気づいて、この冊子を書くことにしました。

今まで 40年の間で生まれた、数え切れないほどの
「おかしのストーリー」。

ここでは、ほんの一部かもしれませんが、
いくつかのお話をご紹介したいと思います。

少しの時間、お付き合いくださいね。

この喫茶室で、うちの社長特製の
「カレーライス」や「ミートパイ」
が誕生しました。

照明やテントなど、今見ると、一周
まわってカッコイイ。私が初めて
コマなし自転車が乗れるように
なった時、母はここで店番していて、
手を振っていたのを覚えています。

左のポスターは開店当日にお配り
したものです。

このデザインも洒落てますね。
40年も経つと、流行もグルグル
回って、昔のものが良く見えるの
かもしれませんね。
レトロ感がグッドです。

右は、昔のクリスマスカード。

グレーに赤。何とも言えない色使い
ですね。ベルンのお花模様の
ロゴマークが懐かしいです。

赤と白のストライプが、時代を物語っていますね。
40年間、お伝えしてなくて、ゴメンなさい…
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「甲子園サブレ」は、生地に練りこんであるローストしたアーモンドが香ばしい、
いたってシンプルな焼き菓子です。

昭和52年、第19回全国菓子大博覧会【静岡】で「金賞」を受賞し、当時もの
すごくよく売れていたんです。

でも実はもう一つ、隠れた「売れる理由」があって、それは…

「本物の【甲子園の土】が、中に入っています」

厳しい練習に耐え、やっとの思いで甲子園出場を果たせたといっても、ベンチ
に入れる選手はたった18人。毎年スタンドには、その何倍もの選手達が大声
で応援しています。

例えベンチに入れなかったとしても、「甲子園出場」は、彼ら19番目の選手に
とっても、生涯忘れることのできない大切な思い出。彼らにも「甲子園の土」
を持って帰らせてあげたい…。 甲子園出場を夢みていた頃の私

アイデアマンの父が思いついたのが、本物の【甲子園の土】が入った「お守り」
を入れること。そう考えて、父はすぐに行動にうつしました。

球場関係者の方に何度も会いに行き、その主旨を説明し、頼み込んで「砂」
を分けてもらえるようになりました。

小さかった私も、父に連れられて何度か球場まで「砂」を取りにいったこと
があります。忙しい父や母、スタッフさんに混じって、店の裏でせっせと
「お守り」作りをよく手伝ったものです。

約 2cm×4cmぐらいの小さなビニール袋に、「砂」を少し入れ、封をしてから
紙で包んで「お守り」を作る。

正真正銘、本物の「甲子園の砂」入りの「甲子園サブレ」。
これがもの凄く人気を呼びました。その噂は瞬く間に口コミで広がり、
大ヒット商品となりました。

おかしの開発ストーリー

『甲子園サブレ』に入っていた

「幻のお守り」

第　  章2
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こちらは、「甲子園サブレ」の包装紙に使用している「絵」です。地元の地域情報誌

「宮っ子」でお馴染みの、伊藤太一先生に特別に描いて頂きました。

しかし、世の中そう甘くはありません。

あまりの人気で目立ちすぎたのか、他のお店の方々も、「砂」を分けてくれって
頼みに行くようになってしまいました。

「収集がつかなくなるから、ベルンさんだけに供給するわけにはいかない」って
ことで、「NG」の返事が返ってきて、「砂のお守り」はかなり昔に幻のものへ…。

現在は、「お守り」はついていませんが、「甲子園サブレ」は 30年以上たった
今も尚、売れ続けているベルンのロングセラー商品です。

年々販売枚数が増加しているのは、手頃の価格と変わらぬ味わい（想い？）が
評価されているからでしょうか。

地元甲子園では、ちょっと有名なヒット商品、
それが「甲子園サブレ」です。

「甲子園」と言えば、阪神タイガースの本拠地ですから、確かにワイワイ

元気な「六甲おろし」のイメージが一番強いのかもしれません。

でも実は、すごく閑静な住宅地（文教地区）でもあるってことは、全国

的にはあまり知られていないようです。

西宮は、ちょうど大阪と神戸のど真ん中。オモロイ文化と、洒落た文化

のまじわりどころ。海も山もあり、花も緑もある…

笑いあり涙あり、夢とロマンが集まる町…

こんなに楽しく、住みやすい町は、他にないと私は思っています。

生まれも育ちも「宮っ子」の一人として、我がふるさと「西宮」らしい

お菓子を、これからも作り続けていきたいと思います。

宮っ子コラム

1110
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何年か前、厨房で仕事をしている時に、ラジオ（FM802）から、郷愁を感じ
させるようなスローバラードが流れてきました。

「平井　堅さん」が歌う、『キャッチボール』という詩でした。

その歌詞が、子供の頃の私の記憶とフラッシュバックして、すごく心に響き
ました。出だしの部分だけご紹介します。

キャッチボール　
（作詞・作曲：平井堅 /編曲：梶野秀樹）

夕暮れの坂道を

大きな背中と歩く

グローブを抜いた左手

皮革（かわ）の匂いが残る

どんなに加減しても

あなたの球は速くて

逃げ腰の僕を茶化して

永遠に微笑んだ・・・・・

私が子供の頃は、お店をオープンして間もないということもあり、父は本当
に忙しく、朝早くから晩遅くまで働いていて、ほとんど遊んでもらったと
いう記憶がありませんでした。

夕食すら家族揃って一緒に取れることがあまりなかったので、子供の頃は、
「家族よりもお菓子が大事なんだ」って、よく思っていました。

そんな父でしたが、時折忙しい時間を割いて、兄と僕と一緒に遊んでくれた
のが、「キャッチボール」（野球）だったんです。

あまり会話は多くなかったけど、唯一、父と触れ合える大切な時間だった
ように思います。

自分が親となり、守るべきものを持つようになって、その頃の父の思いが、
少しは理解できるようになりました。「家族」を守るために、一生懸命働いて
くれてたんだなぁって、今は感じています。

父から子へ、先輩から後輩へ…

そんな、「キャッチボール」という父との思い出を、お菓子にしたのが、
『想い deキャッチボール』です。

このお菓子ができた経緯は、西宮市、西宮商工会議所の皆さんからの
働きかけにより、『あきない塾』という勉強会に参加させて頂いたことから
始まります。

その勉強会で、武庫川女子大学さんと一緒に「西宮の逸品を作ろう」という
ことになり、『産学官民連携事業』というかたちで、商品の開発がスタート
しました。　

商品企画、ならびにお菓子の製作・販売をベルンが担当し、武庫川女子大学・
生活環境学科の皆さんに、パッケージデザインのご協力を頂くことになり
ました。

『想いdeキャッチボール』

詩から生まれたお菓子
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私は、「人それぞれの想いを、キャッチボールという形で受け継いで行くような、
そんなイメージをお菓子にできたらいいな～」と思っていました。

そこで目を付けたのが、40年以上前、父が修行先の先輩から製法を教えても
らって、父なりにアレンジを加えて作った「マドモアゼル」というお菓子です。

父から教わったその「マドモアゼル」を、今度は私がアレンジして作ること
にしました。

そこには、父と私のキャッチボールという意味と共に、
ベルンと武庫川女子大学の皆さんをはじめとした、たくさんの人々との

「キャッチボール」

そういう意味を込めたのです。

お陰さまで『想いdeキャッチボール』は、新聞各社や雑誌、インターネット、
衛星テレビ番組など、いろんな形でご紹介して頂くことができました。

また、（財）大阪デザインセンターで「グッドデザイン賞」、
姫路菓子博 2008においても「金賞」を受賞させて頂きました。

ところで最近、キャッチボールしていますか？

「キャッチボール」

これがこれから地域においても、家庭においても、あるいは社会においても
必要なキーワードではないかと私は思っています。

いかに時代が進もうとも、便利な世の中になろうとも、手から手へ受け継がれ
ていくべきもの。私が生まれ育った「甲子園」という場所には、そんな古き
良き伝統と、忘れてはいけない大切な何かがあるように思います。

いつまでたっても、「甲子園」だけは、

青空と土をじかに感じることができるグランドであって欲しい…

汗と涙が似合う、情熱と青春の舞台であって欲しい…　

人と人が手を繋ぎ、共に感動を分かち合える空間であってほしい…

これが私のふるさと「甲子園」に対する「想い」であり、これからも、お菓子
を通じて、この素晴らしき「甲子園」から「想い」を投げ続けていきたいと
思います。

“Here is something traditional  and unforgettable in Koshien.”
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西宮市では地元の中学生を対象に、約1週間の職業体験を実施しています。
これを「トライやるウィーク」と名づけて、地域の事業所と協力しあって、
実社会の一員として「働く」ことを学んでもらう取り組みです。

ベルンも毎年参加しており、平成19年度はなんと、ベルン全体で6校を受け
入れさせてもらいました。

正直言って、受け入れ側は大変です。付きっ切りで誰かが指導しないといけ
ないので、少ない人員でやりくりしている零細企業においては、毎回本当に
「必死のパッチ」※１です。

でもどんなに大変でも、後日、中学生達から送られてくる感想文を読むと、
「受けて良かった」と、とても嬉しい気持ちになります。

ある中学生の感想文を一部ご紹介します。

ベルンのみなさん、この前は「トライやるウィーク」ありがとうございました。
最初は不安でしたが、スタッフのみなさんがとても優しくしてくれたので、
「あっ」という間の１週間でした。

特に印象に残っていることが二つあります。一つは「心サブレ」を一緒に
作らせてもらったことです。木の実で「心」の文字を描いているから、
「心サブレ」っていうことを、全く知りませんでした。

シェフが「人間の心と同じで、全く同じ心は二つと出来ないよ。」って言って
いましたが、本当にその通りだと思いました。一つ一つ形が違う木の実で、「心」
の文字に描いていく。すごく思いのこもった商品だと感動しました。

それともう一つは、最後の日にデコレーションケーキを作らせてもらいました。
クリームを塗ったり、絞ったりすることがあんなに難しいとは思いません
でした。僕が作ったケーキを家に持って帰って家族と食べた時、みんなが
「美味しい」って言ってくれたので、とても嬉しかったです。

この５日間で、ものをつくる楽しさや大変さが、少しわかったように思いま
した。他にも、洗い物って大変だなとか、立っているだけでも足が疲れるな
とか、すごく当たり前のことに気付きました。

これからは、お母さんが作ってくれるご飯もなるべく残さないようにしよう
と思いました。それと毎日家族のために働いてくれているお父さんにも、
「ありがとう」と言いたいです。

パティシエという仕事は、皆に喜ばれる楽しい仕事だと思いました。僕も
将来パティシエになりたいなって少し思いました。＊＊（一部省略）

※１「必死のパッチ」とは関西弁で、「無我夢中で必死にやる」という意味です。

「トライやるウィーク」を受け入れる意味

地域と結ぶ、「おかしな繋がり」

第　  章3
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↑昨年のハロウィーンの様子です。
一部の店舗で全員仮装して営業しました。

私には母親方に、たった一人のおばあちゃんがいました。
両親が店に出っぱなしということもあって、しょっちゅう兄とわたしの面倒を
見に来てくれていました。そして僕たちが喜ぶからといって、「黒い蒸しパン」
を買ってきてくれてたんです。本当にいつも、いつもです。

どこにでもあるような「蒸しパン」で、最初はそんなに特別好きだったわけ
ではありません。でもことあるごとに、いつも、いつも電車に乗ってわざわざ
買いに行って、持って来てくれていました。

そのことを知っていたので、いつしか子供心にも、少しオーバーに
「おばあちゃん、美味しい！」って喜ぶようになっていました。

今はもう、その蒸しパンを食べることはできません。どこのお店で買ってきて
くれていたのかも知りません。でも、時々すごく食べたくなるんです。
誰が作った「蒸しパン」かわからないけれど、記憶の中でその懐かしい甘い味を、
はっきりと思い出すことが出来るんです。

我々が毎日作っているお菓子の一つ一つも、きっと誰かにとっては忘れられ
ないぐらい、とても大切なお菓子なのかもしれない…。

お菓子は食べてしまえば無くなってしまう、とてもはかないもの。
でもその人にとっては、「ほっ」とする瞬間や、笑顔になれるひと時、
あるいは誰かを思い出すような甘く切ない、大切な時間なのかもしれない…。

こういう感想を聞くたびに、毎回大変だけど、少しは地域のお役に立って
いるのかなと感じます。手作りケーキを囲んでの、家族団らんの光景を
想像すると、今年も「よし頑張ろう！」となるのです。

いつかは自分の子供も誰かのお世話になる思います。地域と子供たちの大切
な「バトンリレー」かもしれませんね。
今後も可能な限り引き受けていきたいと思います。

こちらは、『「食」の地域ブランド戦略』という本です。

ここでは前に書いた「トライやるウィーク」における

ベルンの取り組みのことが書かれています。（p-148）

〈出版社：新評論　著者：関満博、遠山浩〉

スイーツから学んだこと

黒い蒸しパンの記憶

エピローグ

1918
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ハロウィンの時に、お店に遊びに
来てくれたちびっ子たち。

創業者、倉本洋海から、40周年を迎えてのご挨拶

昭和 43年、西宮は鳴尾の地にベルンは誕生いたしました。
最初は 4坪半の小さなお店でしたが、お陰をもちまして、
ここに 40周年を迎えることができました。
これもひとえに地域の皆様に支えられ、ご愛顧いただいた賜物と、
衷心より感謝の意を申し上げます。

　お菓子の心は、平和の心

お菓子は人の心を温ため、心に平和をもたらします。
ご年輩の方からお子様まで、人の心を幸せにするお菓子。
そんなお菓子を通して、心に平和をお届けしたい。
私は、そんな一念で、40年間お菓子を作ってまいりました。
時は移り、時代は変わっても、地域の皆様の平和と幸せを願って、
これからもお菓子作りに日々邁進する所存です。

ベルンはここに 40周年の節目を迎えましたが、
これからも 50周年、60周年と、地域と共に歩んでまいります。
どうか末長く、息子やスタッフにも今までと変わらぬご厚情と、
倍旧のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   株式会社 ベルン

その時思ったんです。

お菓子は「心」と「心」をつなぐもの。
一つ一つのお菓子に、「想い（愛情）」を込めて作らなきゃいけないって…。

私たちは、お客様に「お菓子」を売っているのではありません。
私たちは、お客様に「愛」を感じてもらっているのです。

これからもベルンは、お客様と社員、そして地域が一緒になって
「幸せのキャッチボール」ができるような会社を目指していきます。

  経営理念
  『まごころづくり、夢づくり』

  お菓子で日本を笑顔にします。
  それが私たち 「パティスリー ベルン」です。

Sweet memories…
日本が笑顔でいっぱいの国になりますように…

倉本 洋一
2008.10.24

最後になりましたが、ベルンの創業者であり、私の父でもある
倉本 洋海から、40周年の感謝を込めて、ご挨拶させていただきます。
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生年月日：1972年 4月14日　西宮生まれ。
家族構成：妻、娘、息子。

倉本 洋一  （くらもと ひろかず）

花園幼稚園、鳴尾北小学校、鳴尾中学校、西宮東高等学校を卒業後すぐ、

アメリカに 4年間留学し、RSC（大学）を卒業。

少年期は「甲子園リトルリーグ」で硬式野球に没頭し、甲子園出場を夢

見る。中学２年の時に、「キャプテン翼」の影響で、サッカーへ転向。

趣味：サッカー、映画鑑賞、音楽鑑賞（ボサノバ、ジャズ）

好きな言葉：「出会いは神様からのご褒美です」（石川 洋 先生）

1968年 倉本洋海・優子  二人で創業
1970年 売店と工場を拡張する
1971年 店舗横に喫茶オープン
1972年 株式会社ベルン  法人設立 
1977年 現本店へ移転 
1980年 浜甲子園店をオープン
1988年 創業 20周年
1994年 甲東園店オープン
1998年 創業 30周年 
2000年 『心サブレ』を商品開発   意匠登録銘菓となる
2005年 『焼きドーナツ』が「西宮の逸品」に選ばれる
2007年 産学官民連携事業で『想い deキャッチボール』開発
2008年 『想い deキャッチボール』を意匠登録   商標登録
2008年 創業 40周年

1968年 『第9回近畿洋菓子コンテスト』優勝
1970年 『第12回近畿洋菓子コンテスト』優勝
1975年 『第7回製菓総合展』優勝
1975年 『51年度観菓会』優勝
1976年 『第8回製菓総合展』優勝
1977年 第19回全国菓子大博覧会『甲子園サブレ』金賞
1978年 『子供の日  観菓会』金賞
1989年 第21回全国菓子大博覧会『ソワ・ジョンヌ』栄誉金賞
1992年 日本洋菓子協会功労賞
1994年 第22回全国菓子大博覧会『甲子マロン』金賞
1998年 第23回全国菓子大博覧会『ポテト・ヌーヴォー』金賞
1999年 兵庫県技能顕功賞 
2001年 兵庫県公衆衛生功労賞
2002年 日本洋菓子協会功労賞
2002年 西宮市技能功労栄誉賞 
2007年 西日本コンテスト  ラッピング部門  優勝
2007年 （財）大阪デザインセンター『グッドデザイン賞』受賞
2008年 第25回全国菓子大博覧会『心サブレ』栄誉大賞
2008年 第25回全国菓子大博覧会『想い deキャッチボール』金賞
2008年 第25回全国菓子大博覧会『甲子園ショコラ』金賞
2008年 西日本コンテスト  ラッピング部門  最優秀賞
2008年 西日本コンテスト  ラッピング部門  金賞
2008年 ジャパンケーキショウ  ラッピング部門  銀賞  

著者プロフィール
沿革

～ベルンの歴史～

受賞歴

40年目のいま、あなたに伝えたい
「ベルン」のおかしな物語   Sweet Memories 

2008年 10月24日　第1刷発行
著者 倉本　洋一
発行所 株式会社 耕文社
 東京都千代田区飯田橋 3-2-12
 タキザワビル2F　〒102-0072

企画・編集協力　長澤販促塾
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開店時の旧本店

甲子園本店
〒663-8182 兵庫県西宮市学文殿町 1-8-19

TEL: 0120-47-4958

甲東園店
〒663-8003 兵庫県西宮市上大市 1-6-32

TEL: 0120-54-3439

浜甲子園店
〒663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町 4-14-24

TEL: 0120-47-7180

http://www.e-cake.co.jp
E-mail: cs@e-cake.co.jp

～パティスリー ベルン～

Sweet Memories

40年目のいま、
あなたに伝えたい

「ベルン」のおかしな物語


