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アメリカの 4つの有名なお菓子  
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Hello! 

今月の CIR レポートは、リクエストにお応えして、ア

メリカの有名なキャンディーをご紹介します。イース

ターのチョコレートバニー、ハロウィンのトリックオ

アトリートでもらったお菓子、クリスマスのキャンデ

ィ・ケーンやライフセーバー、春と夏のパレードで投

げられるキャンディーなど、とても楽しい思い出があ

ります。 

初めて日本に来たとき、私が知っている大好きなお菓

子が店頭に並んでいて、時にはアメリカのお菓子より

も種類が多いことに驚きました！ (例えば、キットカ

ットの種類はアメリカでは日本ほど多くはありません。）しかし、国際的なブラ

ンドでどこでも手に入ると思っていたキャンディーが、日本では輸入品店でもな

かなか手に入らないことがあるのです。 

飴はほどほどに食べるのが一番ですが、一口ごとに感じる懐かしさはたまりませ

ん。日本に住んでいて、日本のお菓子を食べるのは大好きですが、時々、アメリ

カの甘いものが食べたくなるのです。 
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Milk Duds 
ミルクダッドは、私が昔から大好きなお菓子の一つである。 

1928年にイリノイ州シカゴ市で F.ホフマン社によって発明さ

れました。元々、完全な球体のチョコボールを作りたかった

が、うまく作れず「ダッド」（失敗作）になってしまったと言

われている。ミルクダッドは現在、ハーシー社が所有し生産し

ている。 

 
公式サイト：https://www.hersheyland.com/milk-duds/ [ENG] 

  

Hershey’s Chocolate 
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ハーシーズのチョコレートバーは、おそらくアメリカで最も

有名なチョコレートバーである。1900年にペンシルベニア州

ランカスター市で、創業者のミルトン・ハーシーによって開

発された。ハーシー社は現在、Reece's や  Jolly Rancher 

など、他の多くの有名なアメリカのキャンディーを所有し、

生産している。 

 
公式サイト：  https://www.thehersheycompany.com/ [ENG] 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mariait/Shutterstock.com 

Candy Cane 
キャンディ・ケーンは、クリスマスの伝統的なペパーミントキ

ャンディーである。キャンディ・ケーンの起源については、民

間伝承があるものの、どこで、誰が開発したかは不明である。

しかし、歴史上初めてキャンディ・ケーンが記録されたのは、

1847年にオハイオ州ウースターで、トウヒの木を飾るために

使われたというものである。 

 
出典：https://theconversation.com/the-history-of-candy-canes-and-

why-they-taste-so-cool-128036/ [ENG] 
  

M&Ms 
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配給品からヒントを得て、M&Mは 1941年にニュージャージー

州ニューアークで開発れました。2つの "M "は Marsと Murr

ieを表し、このキャンディーの創始者の 2人である。当初は

ハーシー社のチョコレートセンターで作られていたが、やが

てマース社のマース・リグレー・コンフェクショナリー部門

の主力商品となった。 

 
公式サイト：https://www.mms.com/ [ENG] 

 

「甘い」一日をお過ごしください！ 
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4 Famous American Candies 
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Hello! 
By request, this month’s edition of the CIR Report is 
about some of the most famous American candies. I have 
very fond memories of eating chocolate bunnies on 
Easter, sweets I got trick-or-treating on Halloween, candy 
canes and Lifesavers on Christmas, and the candies 
thrown during parades in the spring and summer.  

When I first came to Japan, I was surprised to see some 
candies that I know and love on the shelves, sometimes 
with even more variety than their American counterparts! 
(For example, there aren’t nearly as many varieties of 
KitKats in America as there are in Japan). However, some candies that I had taken to 
be international brands and available anywhere are hard to get ahold of in Japan, 
even at import stores. 

While candies are probably best eaten in moderation, the nostalgia each bite 
contains is undeniable. I love living in Japan and eating Japanese treats, but every 
now and then I find myself wanting a taste of something sweet from the US! 
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Milk Duds 
Milk Duds are one of my all-time favorite candies. They were 
invented in 1928 in Chicago, Illinois by F. Hoffman & Co. The story 
goes that the creator originally wanted to make perfectly spherical 
chocolate balls, but couldn’t get them to come out right, making 
them “duds.” Milk Duds are currently owned and produced by the 
Hershey Company. 
 
Official Website:  
https://www.hersheyland.com/milk-duds/ [ENG] 

 

Hershey’s Chocolate 
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Hershey’s chocolate bars are probably the most famous, 
standard chocolate bar in America. They were invented in 1900 
in Lancaster, Pennsylvania by Milton Hershey, the company 
founder. The Hershey Company now owns and produces many 
other famous American candies, such as Reece’s and Jolly 
Rancher. 
 
Official Website:  
https://www.thehersheycompany.com/ [ENG] 
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Candy Cane 
Candy canes are traditional peppermint Christmas candies. While 
there are folk stories about the origin of candy canes, it’s unknown 
where or who invented them. However, the first documentation of 
candy canes in history is from 1847 in Wooster, Ohio, where they 
were used to decorate a spruce tree. 
 
Source: https://theconversation.com/the-history-of-candy-canes-
and-why-they-taste-so-cool-128036/ [ENG] 

  

M&Ms  
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Inspired by rations, M&Ms were invented in 1941 in Newark, New 
Jersey. The 2 “M”s stand for Mars and Murrie, two of the original 
creators of the candy. While originally made with Hershey’s 
chocolate centers, they eventually became the flagship product 
of the Mars Wrigley Confectionery division of Mars, Inc. 
 
Official Website: 
https://www.mms.com/ [ENG] 

 

Have a “sweet” day! 


