
Manual for Making Japanese Sw�ts
和菓子作り手順書



Vegetarians can eat
Wagashi(Japanese sweets)

Ingredients

Sugar（砂糖）
Red beans（小豆）
White beans（白インゲン豆）
Sticky rice（餅米）
Artificial colouring（人工着色料）

材料

Vegetarianの人も
食べることができます。



T�ls

Sankakubera
(triangular spatula)

Using each side of the
triangular prism, you can add

3 kinds of lines. The end of the tool is
thin like a pencil and has a round dent,

which can be used to create
space for inserting the central part

of a flower.  

Cra�ing sci�ors
for Japanese sw�ts

This tool can give the
finishing touch to Japanese sweets.
Mainly used when making Neri-kiri

chrysanthemum petals.
Please be careful as they are sharp.

道具

三角柱のそれぞれの辺で、
様々な太さの線をつけられる。

先は鉛筆のように細くなって先端に
丸いくぼみがあり、花の芯などを

付けるために用いる。

和菓子の仕上げに用いる道具。
主に練り切りの菊の花弁を
作るときに使う。
切れ味が鋭いので要注意。

和菓子用細工ハサミ

三角箆
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Wrap and blur (Tsutsumi-bokashi)

Take the white dough
in your hands.

Please wipe your hands
often because
the dough is sticky.

Knead and roll the dough in
your hands, and

flatten it with your palms.

Use your palms,
not your fingers!

Pick up the coloured dough
and roll it into a ball in your palm.

つつみぼかし

白い生地を手に取ります。

くっつきやすいので、
こまめに手を拭きましょう

ピンク色の生地を手に取り、
転がして丸めます。

指先ではなく、手の平で

手のひらで転がしこねながら、
平べったく伸ばします。
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Put the coloured dough
you rolled on the white dough.

Flatten it with your palms.

Put the red bean paste on
the coloured and white dough

you flattened.

Try to put the
dough on your fingers.

白色の生地の上に丸めた
ピンク色の生地を乗せます。

手のひらで平べったく
伸ばします。

平べったく伸ばした
生地の上にあんこを乗せます。

生地は指の関節部分の
上に乗せましょう



７Letʼ s wrap the bean paste!

Press the bean paste
firmly with your right hand.

Gently cradle your left hand
like holding an egg.

While turning the dough
round and round, 
wrap the bean paste.

Repeat the process of
 ʻpressʼ and ʻturnʼ .

��NE!!
* If you are left handed, please do these processes with the opposite hands.

餡を包んでいきます

右手であんこをぎゅっと押す 左手は柔らかく卵を握るように

くるくると生地自体を
回しながら包んでいきます

押し込んで→回す
の作業を繰り返したら…

完成！
左利きの方は、表記と逆の手を使って作業を進めてください。
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Chrysanthemum

Using both hands, 
roll the dough

and shape it into a ball.

On the centre of the dough,
place one of the edges of
the sankakubera spatula
and press it down gently

to draw a line.

Repeat this process...

��NE!!

菊

両手で転がしながら丸め、
形を整えます。

この作業を繰り返して

完成！

真ん中に三角箆の一点を置き、
上から下へと軽く下ろします。
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Che�y blo�om

Roll the dough
in the palm of your hand

to make a ball.

Make petals.
Place your index finger

slightly below the centre
of the ball and gently

press downward.

Use both the upper and
the lower fingers to

compress the dough.

Press the dough gently
with your fingers as you
turn it. Turn the dough,
not the hand!

Letʼ s make 5 petals!

桜

手のひらで転がし、
きれいな丸にします。

花びらを作ります。人差し指を真ん中
より少し端に置き、外側に向けて

優しく押します。

上の指と生地を持つ下の指で
挟むようなイメージで

右手はその場で押すだけ！
生地を回しましょう。

花びらを５枚作りましょう。
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Use the sankakubera spatula
to sharpen the petals.

1. Frist, choose
a centre spot.

2. Gently press the
spatula down from

the top to the bottom.

3. Turn the dough to 
change the position

and add 5 lines.

Use the end of the
spatula to add the
centre part of a flower.

三角箆を使って花びらをくっきりさせます。

①一番初めに中心を決めて

②上から下に軽く下ろします。

③生地を回して位置を変え、
　５本線を入れます。

三角箆の先で仕上げを行います。

��NE!!完成！


