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継続は力なり！
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年頭のご挨拶
全清飲 会長
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3R

「清 飲 彩」はW eb、モバイルでもご覧いただけます
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新年あけましておめでとうございます。旧年中は当工業会の事業推

「今まで出会ったことがない！」
そんな驚きのある缶コーヒーを

進に多大なご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
昨年は夏場の天候不順や消費税増税の影響などにより、生産量 5 年
連続の記録更新とはいきませんでしたが、会員各社の積極的なマーケ

Pick Up! 話題の内側

「フロン排出抑制法」
が業界に与える影響は？

❷

ティング活動や新商品の投入などにより、その影響は最小限に食い止
められたのではないかと思っております。また特保飲料など付加価値

世界飲みもの紀行

商品の成長が継続し、高価格帯飲料が登場するなど今後、期待できる

東南アジアの中心・タイ人の嗜好に変化の兆しあり！
？
ようこそ、マイホームタウン

広島県呉市 【株式会社中元本店】

スマートフォンから
❶全清飲ホームページ「のみもの情報館」へアクセス
し、トップ画面にあるバナーをクリックします。
❷ PDF形式でお楽しみいただけます。
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年 頭 の
ご 挨 拶

清涼飲料業界

これがわが社の「MVP」─ダイドードリンコ株式会社

12

❶全清飲ホームページ「のみもの情報館」へアクセス
し、トップ画面にあるバナーをクリックします。

2 015 年

取り組みがさまざまスタートしています。
年末の総選挙を経て、今年は、新しい安倍内閣の下で消費税増税を
克服した本格的な景気回復への取り組みが期待される年です。また、
全清飲が社団法人として 1955 年に認可を受けてから、60 年の記念すべ
き年でもあります。

「エコプロダクツ2014」
に出展／
チャリティーサンタが児童養護施設10施設を訪問／
日本清涼飲料研究会第24回総会・発表会の開催 など

引き続き、公益と調和した清涼飲料業界の発展を目指し、
「安心・
安全でおいしく、そして環境に配慮した商品を生産する」という原点
❶

を堅持し、お客さまの信頼にお応えするべく、諸課題への迅速な対応
を行ってまいります。
本年も会員・賛助会員のみなさま並びに関係諸官庁・団体、報道関
係みなさまのより一層のご指導ご支援を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。
本年の好天と景気のさらなる拡大、そしてみなさまのご多幸を心よ
りお祈り申し上げます。

2015 WINTER vol.40
『清飲彩』は清涼飲料業界のさまざまな情報を、
みなさまに知っていただくため発行している広報誌です。
発行／一般社団法人全国清涼飲料工業会
東京都中央区日本橋室町 3 丁目 3 番 3 号 Tel：03-3270-7300（代表）
編集・デザイン／株式会社コンセント
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飲料容器の散乱を防止し、
リサイクルを促進する活動に
全清飲は取り組んでいます。

庭から排出されるゴミのう
ち︑約 割の容積を占める
と言われる容器包装廃棄物︒

されてから︑ 年が経過しました︒

﹁容器包装リサイクル法﹂が完全施行

減量化や資源の有効活用を目的にした

家

2000年に完全施行された
「容器包装リサイクル法」
。
この法律では容器包装のリサイクルに加えて、
リデュース、
リユースなどの3Rを進めることが重要とされ、
とりわけ事業者の自主的取り組みによる推進が大きなカギとなっています。
循環型社会に貢献していくために─業界全体で取り組んでいる成果や、進化する取り組みをご覧ください。

容器包装 素材﹁アルミ缶︑スチー
ル缶︑ペットボトル︑紙製容器包装︑
飲料用紙パック︑ガラスびん︑プラス
チック製容器包装︑段ボール﹂に関す
る事業者団体は︑
﹁3R推進団体連絡
会﹂を結成し︑容器包装のリデュース
︵ゴミの削減︶
︑リユース︵再利用︶
︑
リサイクル︵再資源化︶を推進︒
﹁自
主行動計画﹂を策定して目標値を定め︑
第一次︵2006〜 年︶に続き︑第
二次︵ 〜 年︶に取り組んでいます︒
3Rの推進には︑事業者に加えて︑
消費者︑自治体の三者の連携が不可欠︒
消費者はルールに従った排出を︑自治
体は収集︑分別などの役割をそれぞれ
果たしています︒
事業者は収集・再商品化しやすい容
器包装や︑使用する容器包装が少なく
なるような商品の開発などとともに︑
3Rの取り組みに関する情報を消費者
へ発 信 し て い ま す︒ 例 え ば︑写 真 の
﹁エコプロダクツ2014﹂などのイベ
ントで情報提供に努めたり︑各市町村
と協力してフォーラムを開催したりと︑
相互のコミュニケーションを深める機
会も増加中︒循環型社会の確立を目指
して︑結びつきが強まっています︒

Q3
アルミ缶の
リサイクルが
節電につながるって
どういう意味？

紙パックの
回収率をもっと
アップするために
大事なことは？

Q1

ペットボトルの
「ボトルtoボトル」
商品がもっと身近に
なっているって
ホント？

Q4

1年間で
リサイクルされる
スチール缶って
どのくらいの量？

環境展「エコプロダクツ2014」
（東京ビ

ックサイト：12月11 〜 13日）に出展し、

子供たちなど多くの来場者に3Rへの取り

組みを紹介しました。

最近、びんが
軽くなったような
気がするんだけど？
容器包装リサイクル団体は日本最大級の
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Q2
答えは
次のページで！

終わりなき
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3Rクイズに
挑戦しよう！

Q5

3R
継 続は力なり！
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イラスト／千野エー

継 続 は 力 な り！

終 わりなき 3 R

R

educe

［リデュース］

より少ない資源で機能を維持
「内容物の保護」
「使いやすさ」などの機能面と、
「軽量化」
「薄

R

容器包装の「エコな技」

ecycle

素材が違えば、3Rへのアプローチもいろいろ。
取材から分かった意外な事実から今後の展望まで、ご紹介します。

［リサイクル］

設計や回収の工夫を推進

リサイクル性を高めるために、設計段階で「つぶしやすい」

肉化」といった資源の節約の促進。これらのバランスに配慮し

「折りたたみやすい」工夫を施しているほか、集団回収や店頭

ながら、素材の特性に応じた取り組みが進んでいます。2013年

回収など、多様で安定的な使用済み容器包装の再商品化ルート

度の実績では、すでに 6 つの素材が目標値をクリア。加えて 5

の確立にも注力。多面的な取り組みを推進した結果、現在 5つ

つの素材が目標を上方修正し、さらなる環境への貢献を目指し

の素材が当初の目標を達成しており、2 つの素材が目標値を引

ています。

き上げています。
2015 年度目標＊1

再生技術の進歩によって
A どんどん身近になっています

以前よりも薄くて軽い
A スリムなびんが主流です

もっと身近になっているってホント？

の向上によって、従来よりも薄くて軽いびんが続々と登場。原

ガラスびん

リサイクル率
70% 以上

67.3%

ル」が確立され、11 年には、よりコンパクトな設備で BtoB

料の節約に貢献することに加えて、びんを製造したり、運んだ

を実現する「メカニカルリサイクル」もスタート。13年度は

りするときに使用するエネルギーなども抑えることができます。

ペットボトル

リサイクル率
85% 以上

85.8%

ペットボトル

指定ペットボトル全体で
15%の軽量化効果

14.1%

スチール缶

1 缶あたりの平均重量で
5%の軽量化

5.7%

スチール缶

リサイクル率
90% 以上

92.9%

アルミ缶

1 缶あたりの平均重量で
4.5%の軽量化

4.1%

アルミ缶

リサイクル率
90% 以上

83.8%

飲料用紙容器

牛乳用500㎖紙パックで
3%の軽量化＊2

1.6%

飲料用紙容器

回収率50% 以上

44.6%

前年度比 49％増加、コストや環境負荷の低減につながると
して、発展が期待されています。

＊

＊ 05年度以降、コンスタントに90%以上を維持していましたが、
13年度は輸出が増え、ここ10年で最も低い数値となりました。

第二次自主行動計画の
中間報告
2015年度に向けて3Rそれぞれに関する目標を掲げ、取り組んでいます。
昨年12月にフォローアップ報告記者会見を開催して概要を説明しました。

再生の用途は
さまざまですが、
近年はペットボトルにも
生まれ変わって
います

Q4 1年間で

Q5 アルミ缶の

他の古紙と一緒に
A まとめないこと
！

A 東京タワーを
150本建てられます

A 新たにつくるより
97％節電できます
アルミ缶で再生地金をつくる場合、ボーキ

回収率をもっと
アップするために
大事なことは？

3R 推進団体連絡会
フォローアップ
報告記者会見の様子。

［リユース］

ガラスびんはリユースに最適ですが、ライフ
スタイルの変化などを要因に使用量が減少。

リサイクルされる
スチール缶って
どのくらいの量？

洗って、開いて、乾かして、まとめる。こ

日本でつくられているスチール缶は、年間

れが、紙パック回収の基本です。意外と知

110 億本。そのうち 90％以上がリサイク

られていないのが、新聞紙や段ボールなど、

ルされています。これは、東京タワー 150

ない」という点。マークを確認しましょう。

地域に根ざした
試みが活発化

もちろん
軽くなっても
強度は変わりません

Q3 紙パックの

「他の古紙類と一緒に出すとリサイクルでき

euse

気がするんだけど？

びんの「ダイエット作戦」が進んでいます。設計や成形技術

1.7%

R

びんが
Q2 最近、
軽くなったような

使用済みペットボトルを、ペットボトルとして再び利用する

ガラスびん

2

ペットボトルの
Q1 「ボトルtoボトル」
商品が

「ボトル to ボトル（BtoB）
」
。2004 年に「ケミカルリサイク

2015年度目標

1 本あたりの平均重量で
2.8%の軽量化

終わりなき
取り組み

1

2013年度実績

2013 年度実績

＊1 2004年度比。各団体の目標値については必要に応じて見直しを検討する。
＊2 2005年度比。紙パック原紙レベルで比較。

終わりなき
取り組み

「洗って、開いて、
乾かして、まとめる」
のが回収の基本

本、およそ 60 万トン分のスチール缶に相
当。世界的にもトップクラスの実績です。

過去40年間で
60％以上の
薄肉・軽量化を
実現しています

リサイクルが
節電につながるって
どういう意味？

サイトから生産するのに比べ 97％の省エ
ネ！ 2013 年に再利用されたのは 162 億
個で、一般家庭14日間の電力量と同程度。
1 個あたり、テレビを 3 〜 4 時間視聴でき
る計算です。
最近5年間
のうち、
4年でリサイクル率
90％以上を達成！

そこで、各地で消費者・自治体・事業者の連
携による「地域型システム」の構築が進行中。
環境省の実証事業としてリユースびん入り飲
料を開発したり、
「リターナブルびんポータ
ルサイト」で情報を発信したり、試みが活発
化しています。
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減容化により、輸送時の排
出ガス抑制にも貢献。

に︑内側にアルミが用いられるのが一
般的︒再利用にはアルミと紙を分別す
る必要がありますが︑技術的に難しい
ことなどを理由に︑対応できる設備が
限られているのが現状︒結果として︑
多くが﹁ゴミ﹂として捨てられている
のです︒
そんな課題の解決に向けて︑同社は
2010年より︑
﹁アルミを使わない
紙パック﹂の開発を始めました︒これ
までの常識を覆す試みを実現させるた
めには﹁容器や紙のプロフェッショナ
ル﹂の力が不可欠︒そこで伊藤園が中
心となり︑日本製紙︑凸版印刷と共に
チーム一丸となって︑試行錯誤が繰り
返されました︒

域社会の一員として︑もっ
発した透明なバリアフィルム﹁ＧＬフ

り着いた素材が︑凸版印刷が独自に開

それから 年が経過し︑ついにたど
と地球環境や人々の生活に
貢献できないだろうか││︒ ィルム﹂
︒ 年 月には︑いよいよア
ルミレスの﹁ＥＣＯ容器﹂を採用した

ワードとして︑伊藤園は﹁紙パック﹂ ﹁充実野菜﹂シリーズ 製品︵200

そんな思いを実践していくためのキー

地

株式会社伊藤園
容器の回収率︵＊︶は44.6%︒と

牛乳パックをはじめとする飲料用紙
おり︑将来的にはグローバルな広がり

この容器は海外企業からも注目されて

品にも導入を進めていく予定︒また︑

㎖︶が登場しました︒今後は︑他の製

ころが﹁アルミ付き紙パック﹂となる
例えばレンガ型紙パックの野菜ジュー
われる存在であるために︑伊藤園は前

あの会社があってよかった︒そう思

と︑わずか数％台にまで落ち込みます︒ も期待されています︒
スなどは︑長期間にわたって品質を維

とに分け︑工場内で粉砕処理まで実施︒

進し続けます︒

ぜればゴミに︑分ければ資

プラスチックの原料として︑業者に売

持し︑常温での保存を可能にするため

源に ﹂
︒ま さ し く こ れ を 徹

を有価物として売却しており︑結果的
にその収入は︑廃棄物の処理費用を上
回る形となっています︒
こうした取り組みが成功している要
因として︑まず挙げられるのは各職場

ィスのゴミまで︑あらゆる不要物を

種類に細かく分別︒リサイクルを推し

ごとでの確実な分別︑洗浄です︒どう
エミッション︵＊︶
︵再資源化率 ％

うと︑後で手間と時間がかかるため︑
各職場に所定のスペースを設置︒
﹁不

〝

分別〟というと︑煩雑で大変な

るので︑迷うことがありません︒

ネットワーク上に常時アップされてい

の捨て方一覧表﹂が整備され︑社内の

法︑保管場所などについては︑
﹁ゴミ

ます︒個別の不要物の具体的な処置方

する﹂ことを一人ひとりが意識してい

例えば廃プラスチックでは︑ポリエ

99

要物が手元から離れるときには仕分け

以上︶を達成しています︒

しても︑一度ゴミとしてまとめてしま

進め︑2003年以降 年連続でゼロ

63

ら︑廃プラスチック︑紙パック︑オフ

同工場では︑野菜などの搾りかすか

士見工場︵長野県諏訪郡︶です︒

﹁混

従来の
アルミ付き
紙パック

却しています︒ほかにも複数の不要物

デザインでも
メッセージを発信

底しているのが︑カゴメ富

アルミを使わない
「ECO容器」へ！

年を超える積み重ねの中で︑すでに

には感じない﹂というものが一般的︒

としては﹁慣れているので︑特に面倒

イメージもありますが︑現場からの声

63

なども検討中︒今後も︑ Ｒの強化に

連携した梱包材のさらなる削減︑減量

富士見工場では︑現在︑取引業者と

ているのです︒

分別作業は〝当たり前の行為〟になっ

10

「持続可能な消費を実現した、
常温流通可能な新・環境配慮型紙パック飲料容器」

に着目しました︒

4

野菜ジュースの原料の
輸送などに使われたド
ラム缶。その多くは有
価販売されます。

積極的に取り組む構えです︒

08
09

11

ドラム缶は
有価販売へ

＊国内飲料用紙パック回収量 飲料用紙パック原紙使用量で産業損紙・古紙を含みます。
＊カゴメでは自社基準にもとづき生産余剰物の 99％以上を再資源化することをゼロエミッションと定義。

3

ECO
容器
紙パック回収率の向上
は消費者との連携があ
ってこそ。パッケージ
デザインの工夫で明確
に呼びかけています。

4

14

「3R推進功労者等表彰」は、3Rに取り組み顕著な実績を
挙げている個人・グループ・学校・事業所・地方公共団

体等に与えられます。主催は 3R 推進協議会で、表彰の
種類は内閣総理大臣賞、関係各大臣賞、リデュース・リ

2014年10月、清涼飲料業界の各社が進めている取り組みが、
「3R推進功労者等表彰」
を受賞しました。
できることは、まだたくさんある──。
そんな可能性を示す、2つの事例をご紹介します。

「一覧表」で迷わない。
各職場での分別が
当たり前の行為に

廃プラスチックを
工場内で粉砕

チレン︑ポリスチレンといった素材ご

野菜の搾りかすを
肥料などに
再利用

3

探究心は尽きない！
「改善」へのこだわり
「63分別による
ゼロエミッション継続11年」

新たな素材の採用で
紙パックの回収率を
アップする！
ゴミを
63種類に
細かく分別

終わりなき
取り組み

カゴメ株式会社 富士見工場

「ECO 容器」の素材は、紙と
ポリエチレン、そして GL フ
ィルム。牛乳パックなどと同
じ処理でのリサイクルが可能
に な り、 焼 却 に 伴 う CO2 排
出量の削減にもつながります。

3

終 わりなき 3 R
継 続 は 力 な り！

ユース・リサイクル推進協議会会長賞。平成26年度は、
サントリー食品インターナショナルも受賞。

8

5

8

5

各種栄養成分配合や独自のファッション性などで若年層を

為替相場は、2014年も円安傾向となった。このため輸入品

中心に支持を獲得。近年はオフィスワーカーなど飲用層が

である飲料原料（砂糖やコーヒー、果汁など）や、飲料製造に

拡大しているほか、外資、独立系に加え大手メーカーなど

使用する燃料費などが高騰した。さらに物流コストも高騰

の参入も活発。ひとつのカテゴリーを形成している。

したことから飲料産業の利益に与えるインパクトが大きい。

9

清涼飲料業界

さらなる円安で
原材料・燃料費などが高騰

エナジードリンク市場が成長、
参入企業も増える

6

9

清飲記者会／清涼飲料の業界紙 11 社で構成された記者会です。
「清涼飲料業界 10 大ニュース」は毎年 12 月に開催されるこの清
飲記者会にて協議され、1 年を振り返り、清涼飲料業界における
特徴的な上位 10 項目をリストアップして決定しています。10 大
ニュースの説明は、清飲記者会のメンバーが分担して書いています。

2014年は、自販機飲料が16年ぶりに価格改定され、
また生産量も5年連続記録更新ならずの中、
清飲記者会と全清飲との選考会は議論が白熱しました。

3

6

1

3

1

無糖の炭酸水が活況、
新商品相次ぐ

自販機総消費電力量2005年比
47.2％削減
（2013年）
、
自主行動計画中期目標に向け加速

缶コーヒー、
ボトル缶続伸などで健闘

自販機飲料、消費増税の
転嫁カルテルで
16年ぶり価格改定

炭酸水の市場規模は、2013年に約 200億円となり、この 5

47.2％削減は省エネ型自販機の積極的な導入、特にヒー

年で 2.5 倍伸長した。直接飲用する消費者が増えたことが

コンビニのカウンターコーヒーの台頭などで環境は厳しか

清涼飲料業界は増税に対応し、全清飲の転嫁カルテルなど

トポンプ自販機の投入が大きく寄与。また屋内設置自販機

ったが、中容量サイズのボトル缶のアイテムが拡大し健闘

に基づいて、自販機の価格改定を実施。販売価格を 10 円

の照明 24 時間消灯も貢献している。なお自主行動計画の

した。リキャップできる容器の特性を活かしたこだわりのあ

単位で切り上げるとともに、一部の価格を据え置くなど自

中期目標は2020年、05年比50％削減。

る商品が目立った。プレミアムタイプのSOT缶商品も好調。

販機全体で適正な転嫁を行った。価格改定は 1998年以来。

4

2

大きく影響している。14年は、フレーバー入りの無糖炭酸
水の提案も活発化し、さらに市場が拡大した。

10

7

10

コンビニなど小売との
ダブルブランドや
チェーン限定商品が増加

7

4

2

地方創生で地サイダーに追い風、
新商品が続々登場

特保など付加価値商品が
成長継続、高価格帯飲料も登場

生産量５年連続記録更新ならず、
夏場の天候不順や増税響く

売価の安さが「最大のウリ」の従来型 PB とは異なり、こ

昨年秋に地方創生関連法が成立。地方の活性化へ支援が本

付加価値商品は原材料高騰などの製造コスト上昇対策でも

2009年以降、4年連続で生産量過去最高を更新した市場は、

れらの商品はメーカーブランドを冠する。ブランド力を生

格化し、地域への関心度が高まっている。地サイダーも各

ある。既存品の価格改定ではなく、新たな価値を加えて単

14年も拡大が期待されたが、7 〜 9月の天候不順と 4月に

かしつつ、小売にとっては自社のみで扱える「限定感」

地の「まちおこし」で新商品が数多く登場。今後も地域の

価アップを図るもので近年の特保商品の伸長がその好例。

実施された消費税増税の影響から、通年で減少。生産量で

団体などとのコラボで新商品が誕生することが期待される。

2014年はおいしさに軸足を置いた高価格帯飲料も登場。

は、13年に突破した 2000万㎘の大台を割り込む可能性も。

「価値」を感じられる商品として、取り組みが増えている。

5
1

年

の清

涼 飲 料マー ケ
ット
を

む
読

2014年の清涼飲料水の生産量は︑

夏場の天候不順と消費税増税に伴う消

5

費減退などの影響により前年実績を下

回り︑期待された 年連続の記録更新

も遂に途切れた︒市場シェアの大きい

缶コーヒーや麦茶を含む茶系飲料が善

戦し︑特保飲料やエナジードリンクな

ど付加価値型商品も拡大したが︑飲料

15

全体を牽引するまでには至らなかった︒

10

こうした中で 年商戦が開幕し︑巻

き返しに期待が寄せられている︒ 月

に予定されていた消費税の再引き上げ

は 年半先送りされ︑メーカーの中に

は安堵の声も出たが︑不透明な経済環

境や原材料の高騰︑激化する過当競争

3

などマイナス環境は依然として根強く︑

1

今年も昨年同様︑厳しい商戦になるこ

とは間違いない︒昨年 〜 月は増税

1

前の駆け込み需要が多く︑その反動か

4

ら今年第 四半期の前年比マイナスは

ほぼ確定的だが︑逆に 月以降は増勢

基調が予想されるなど︑増税翌年の混

乱は避けられそうになく︑予算が立て

にくい年になりそうだ︒

些細な変化が
新たなマーケットを生む

昨年はコンビニのカウンターコーヒ

ーが飲料市場にも影響した︒コストパ

フォーマンスを活かしレギュラーサイ

ズで 杯100円と低価格を強調︒だ

が実際には競合する缶コーヒーはボト

ル缶が台頭し︑カウンターコーヒーの

影響を最小限に抑えることができた︒

天候不順によりコモディティ分野が軒

並み苦戦する中でミネラルウォーター

のブランドからラインナップされたフ

レーバー系が底上げし︑茶系飲料でも

特保商品が活性化に貢献するなど︑各

分野に新たな価値が芽生えてきた︒些

細な変化が新たなマーケットを生むこ

とは過去の例でも明らかで︑昨年もそ

の恩恵を受けた︒

不透明な経済環境により︑今年も低

価格志向への傾斜は避けられないが︑

一方でこれと対峙する新たな価値が育

っているのも事実だろう︒こうした価

値をどう捉え︑戦略にどう活かしてい

くかが今年のカギとなる︒デフレが進

む中で︑消費動向でも価値を求めるか︑

安さを求めるかの二極化が顕著になっ

ており︑メーカー戦略には二極化対応

が求められている︒

11

1

1

20

麦茶飲料が引き続き成長、 麦茶飲料は、ノンカフェインのため高齢者から子どもまで家族で楽しめる日常の水分補給に適した飲料として
市場の拡大が続く。以前は夏場にゴクゴク飲むシーズン商品だったが、通年での販売が定着してきたことも成長を後押し。
通年販売進む

メーカー戦略に
求められる
「二極化対応」
食品新聞社・金井順一

10

斬新な取り組み

魅力的な場所

画期的な製品

﹁今まで出会ったことがない！﹂
そんな驚きのある缶コーヒーを

ベストセラー﹁ダイドーブ

周年の節目を今年迎えた︑
戦を余儀なくされているのが現状です︒

ターコーヒー﹂の台頭︒缶コーヒーは苦

要は伸びていますから︑これを契機に

﹁ただ︑コーヒーそのものに対する需

その両輪を探りながら︑缶コーヒーな
い視点で缶コーヒーに接してもらうか︒

なのは︑いかに個性を打ち出し︑新し

お客さまを缶コーヒーに誘引するきっ

らではの喜びや驚きを伝えていきたい
そう語るのは︑ダイドードリンコ株
かけとなって︑業界全体の成長につな

これまでにない価値を提案できれば︑

式会社マーケティング部コーヒー開発
がるに違いないと考えました﹂
そこで２０ ３年 月︑新たなコー

とレベルアップしていきたいとの思い

接しているのはもちろんですが︑もっ
スとイタリア︒何軒ものカフェを訪ね︑

ムは海を渡りました︒目的地はフラン

ヒー製品のヒントを求めて︑開発チー

今回の成果を生かして︑すでに次の

れだけ違いを感じてくれたということ︒

﹁高い圧力で抽出するエスプレッソは︑

プロジェクトの準備も進んでいるとの

何杯ものコーヒーを味わうなかで︑方

コーヒー豆の油分が空気と一緒に浮か

こと︒小西さんは︑あらためて︑コー

前向きに受け止めています︵笑︶
﹂

び上がって︑あの独特の〝クレマ〟と

本来のおいしさを大切にすること︒コ

ヒーと向き合っていく上での決意を教

このスタイルを缶コーヒーで再現し

ーヒー豆それぞれの個性を生かし︑さ

いう泡になる︒このクレマこそが︑コ

たい！ 帰国後︑小西さんたちは新製

らなるおいしさを引き出すブレンドを

えてくれました︒

品の開発に着手︒どうすればうまくク

追求すること︒そして︑チャレンジす

ーヒーのうま味を引き立てているんだ

レマが再現できるのか？ その泡と︑

る姿勢を失わないこと︒私たちの３つ

﹁香料をいっさい使用せず︑コーヒー

コーヒーの濃さとのベストなバランス

せません︒

缶コーヒーの﹁挑戦﹂から︑目が離

変わることはありません﹂

のこだわりは︑どんな製品においても
４年８月︑
﹁振って泡

るのでは？ との声もありますが︑そ

たと思いますね︒中には個性が強すぎ

ご意見をいただくと︑頑張って良かっ

んだことない︒おいしい！ 〟
︒そんな

場合︑
〝今までこんな缶コーヒーは飲

﹁
︿泡立つデミタス エスプレッソ﹀の

すか？

は︑実際にどのような反響があるので

いて︑そう答えてくれた小西さん︒で

なります﹂
︒モチベーションの源につ

﹁お客さまから届く声が一番の励みに

あらゆる
﹁声﹂
を糧に
次なるステップへ！

しました︒

デミタス エスプレッソ﹂がデビュー

提案する﹁ダイドーブレンド 泡立つ

立てて飲む﹂という新たな楽しみ方を

を経て︑２０

は？ かれこれ ００種以上の試作品

と実感しました﹂
︒

向性は少しずつ定まっていきました︒

ます︒その要因は︑コンビニの﹁カウン

が︑ここ数年で急激な変化が訪れてい

長らく愛されてきた缶コーヒーです

これまでにない
﹁個性﹂
で
業界の活性化につなげたい

すのが日課だそうです︒

から︑自宅でもあれこれと淹れ方を試

さん︒業務として日常的にコーヒーに

グループのリーダーを務める小西勝彦

ですね﹂

な切り口にも積極的にトライしていく︒ ぜひシェアを伸ばしていきたい︒大事

﹁この定番をしっかり守りつつ︑斬新

レンドコーヒー﹂
︒

今︑大きなターニングポイントを迎えている缶コーヒー市場︒
新たな魅力をどうやって掘り起こすか？ 開発チームリーダー・小西勝彦さんの挑戦に迫ります︒

﹁本物ならでは﹂を
徹底的に訴求する
香料をいっさい使わないのは︑
年たった今でも変わらない信念︒

﹁コーヒー本来のおいしさ﹂を徹底的に追求しています︒

豆のポテンシャルを
引き出す﹁ブレンド力﹂

4つの側面から、企業を活性化させる
「MVP」
の背景に迫ります。

ダイドー株式会社としてスタートし、
1975 年 11月、
「ダイドーブレンドコー
ヒ ー」 発 売。1984 年 よ り 現 社 名。
1992 年にはプレミアムシリーズ「ダイ
ドーデミタスコーヒー」を発売。

﹁ Blend is Beautiful.
﹂というコンセプトのもと︑
産地や焙煎が異なる複数のコーヒー豆を組み合わせ︑

「Project（プロジェクト）」
「Place（場所）」
（
製品）
「Product
」
「Person（人）」
の

10

住所：大阪府大阪市北区中之島 2-2-7
設立：1975 年 1 月 27 日

奥行きのある味わいを創造︒

1

ダイドードリンコ株式会社

たゆまぬチャレンジが
﹁今までと違う！﹂を生む

「缶コーヒーの味はみんな同じ。
そんなイメージを覆したいの
です」と意気込みを語る小西
さん。

企業Data

失敗を恐れずに︑新しい領域へと足を踏み出す︒そんな姿勢が︑

40
1

ダイドードリンコ株式会社

40
﹁これまでになかった製品﹂を生む土台となっています︒

パリとミラノを巡った 1 週間で、本場か
ら多くの収穫を得た開発チーム一行。厳
選した5カ国のコーヒー豆を、規格（内容
量 100gにコーヒー生豆換算で5g 以上）
の2 倍以上も使用。さらに抽出機にもこだ
わり、贅沢な香りと深みを実現しました。

1

★
新製品の検討は「製品開発室」を中心に
展開。ダイドードリンコ社員、製造委託
先企業、コーヒー豆の業者などが集い、
「立場に関係なく、自由に意見を言い合
える環境があります」（小西さん）。

Key Point

MVP

Project・Place・Product・Person

自由な意見交換で
アイディアがふくらむ

ダイドードリンコが40年間
守り続ける3つのポリシー

12
13

Product

注目の人

Place

Person
Project

Pick Up!

文／須賀 努

よる漏えいも増加︒ 年の排出量は︑
現在の 倍以上になるとも言われてい
ます︒

ユーザー自身による
日常的な点検が義務化
そうした課題に対応するために︑

しかし現状では︑回収率は３割程度と

されるフロン類の回収を義務づけた

年には︑業務用の冷凍空調機器に使用

室効果があります︒そのため2001

実はCO 2の数百〜数万倍もの高い温

替フロン﹂への転換が進みましたが︑

製造業者にはノンフロン製品などへの

業者には新規製造量の削減を︑機器の

の対象でしたが︑例えばフロンの製造

﹁回収・破壊﹂を担う業者のみが制度

律﹂
︵フロン排出抑制法︶
︒これまでは

合理化及び管理の適正化に関する法

制をより強化した﹁フロン類の使用の

な機器の管理や漏えい量の報告義務を
課すなど︑ライフサイクル全体に広が
では︑清涼飲料業界には︑主にどの

っているのがポイントです︒

に深いかかわりのあるものを挙げてみ
業者による﹁定期点検﹂を実施し︑内

機器の場合は︑簡易点検に加えて専門

ような責任が生じるのでしょうか︒特
ると︑自販機︑ディスペンサー︑冷蔵
容の記録・保存も必須︒もし漏えいが

t以上の漏えいは︑

ショーケースなど︒こうしたフロン類

検を行うこと﹂と定めています︒点検

1

ま た︑

以 上 の﹁ 一 定 規 模 ﹂の

業者への依頼も可︶です︒

ユーザー自らが行うことが原則︵専門

国に報告する必要があります︒
自社で使用しているのは︑どのよう

あっても︑お祭りのように

水があってもクーデターが

較的人気のある﹁ヤクルト﹂や﹁カル

のジャンル開拓に挑戦し︑従来から比

2013年のタイ人向け観光ビザ免

行きが少しずつ伸びていると聞きます︒
除措置により日本へ行くタイ人が急増
しており︑ある種の日本ブームも起き

増えていますが︑必ずしもコーヒーだ

増えてきました︒コーヒーショップも

やお茶など嗜好品の名が挙がることが

ってきたものですが︑今ではコーヒー

う新商品を発売しました︒売れ行き好

甘さを強調した﹁エス・コーラ﹂とい

企業がその生産を止め︑タイ人向けに

長年ペプシコーラを製造していた地元

好まれる傾向もありました︒

湾の高山茶のような香りが立つものが

には顔をしかめていました︒むしろ台

い﹂と言ってくれましたが︑高級玉露

いわゆる普通蒸しの煎茶は﹁ 美味し

ラ﹂というイメージを持つ筆者ですが︑ 人に日本茶を飲んでもらったところ︑

ています︒ただし︑比較的裕福なタイ

けではなくアイスティーなども飲まれ

調な様子から︑タイで売るためにはタ

今年のASEAN経済

ま た︑ タ イ と い え ば﹁ ペ プ シ コ ー

ようです︒

ている姿が印象的です︒

イ人の嗜好に合わせることが重要だと

統合を控え︑タイで売れ
実感します︒

ればミャンマー︑カンボ
ジア︑ラオス︑そしてベ

大規模プロモーションの前で苦戦を強

控えめ飲料が見られるようになりまし

い﹂と言われていますが︑最近は甘さ

一方で﹁タイ人は苦いものが飲めな

た味の追求が必要ですね︒

すが︑ASEANに適し

争は激しさを増しそうで

スが広がる︑と各社の競

トナムへビジネスチャン

いられているようですが︑タイ人が食

た︒缶コーヒーなどでもビターの売れ

﹁甘い﹂
だけではない︒
受け入れられつつある
﹁苦い﹂
味

さないと言われているヨーグルト飲料

茶などを次々に投入して市場獲得を目

日本メーカーも日本茶︑烏龍茶︑紅

自国民の嗜好を知り尽くした
地元・タイ企業が躍進中

水かコーラという素っ気ない答えが返

な飲みものは？﹂と尋ねると︑以前は

ピス﹂の味を訴求する動きなどもある

画を作成していきましょう︒

したり︑スケジュールを立てたり︑計

れを確認した上で︑管理担当者を決定

無︑フロン類の漏えいのチェックなど︒ なタイプの機器なのか？ まずは︑そ

の内容は︑室内温度︑異音や損傷の有

2

発見されたら︑速やかに修理して冷媒

•機器ごとに定める期間ごとに1回以
上の頻度で点検
•機器の専門点検の方法について十
分な知見を有する者が自ら行うか、
立ち会うことが必要
•冷えていないなどの故障はすぐ修理
してもらうこと

を補充しなければなりませんし︑年間

主な
内容

•四半期に1回以上、冷却ユニットが
機能しており、異常がないかなどを
確認すること
•冷えていないなどの故障はすぐ修理
してもらうこと

が使用されている機器について︑フロ

一定以上のkWを出力する機器

ン排出抑制法では︑すべてのユーザー

●業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）
1000CO

全ての業務用冷凍空調機器

蔵庫などの冷媒に理想的な
物質として開発された﹁フ
ロン ﹂
︒爆発的に消費され

たものの︑
﹁特定フロン﹂と呼ばれる
２つの物質がオゾン層を破壊し︑地球
温暖化に影響を与えるとして︑大きな
問題となりました︒
年 月より施行されるのが︑従来の規

15

に対して﹁四半期に 回以上の簡易点

対象

20

転換を︑管理者︵ユーザー︶には適切

・製氷機
・給茶機

低迷し︑機器の整備不良や劣化などに

冷蔵
ショーケース

過ごすタイの庶民︒
﹁ 好き

イラスト／溝口イタル

定期点検

–

そこで︑オゾン層を破壊しない﹁代

2

﹁フロン・回収破壊法﹂がスタート︒

4

冷

清涼飲料
ディスペンサー

タイの清涼飲料市場では︑新しい商品が次々と供給されています︒
特にコンビニの出店が多いバンコクでは︑ペットボトル飲料の種類が
急速に増えており︑選ぶのに困るほどの盛況を見せています︒

業界に与える影響は？
指しています︒地元・タイ大手企業の

■ 点検の記録は全て保存すること
■ 年間1000CO2 -tを充填した
（漏えいとみなす）
ユーザーは、国に届出をすること
※漏えい箇所の修理が完了しない状況での充塡は法律で禁止されます。

タイ全国のコンビニ、大手
スーパーで手に入る「est
COLA（エス・コーラ）
」
。

が
「フロン排出抑制法」

洪

簡易定期点検

お坊さんに抹茶を立て
てもらいましたが、タ
イ人には砂糖が必要な
ようでした。

7.5
kW

押さえておきたい
話題のニュースを解説します。
清涼飲料
自動販売機

14
15

2015年4月に施行
バンコク中心部のシ
ョッピングモールに
ある日本商品フロア
にて。

話題の内側
●フロンガスを使用する主な冷凍空調機器

すが・つとむ／コラムニスト・アジアンウォッチャー。金融機関在職中に上海留学、台湾２年、香港９年、北京５年の駐在経験。現在中国・東南アジアを中心にコラム、旅行記を執筆中。

広島県呉市

っているのはうちだけ︒呉の地ドリン
心地よい潮風が吹いていました︒その

ってみると︑本当にのどかな雰囲気で︑

ことができるんじゃない

のじゃけえ︑もっと面白い

本が元気だった頃の飲みも

ム︵呉市海事歴史

﹁大和ミュージア

をテーマにした

行けば︑戦艦大和

海沿いのエリアに

私が
ご案内
します！

か？ ある人にそう言われてから︑何
科学館︶
﹂ な ど︑

O法人くれ街復活ビジョン

いう伝統を受け継ぎ︑NP

上等なラムネをつくる﹂と

順一朗さんは︑
﹁ トビキリ

元本店︒ 代目社長の中元

1925年に創業した中

たい︒キーワードは︑
〝くれまちそだ

こそ︑発信できることを見つけていき

﹁この地域だから

ています︒

和教育にも役立っ

ちに点在︑今は平

頃の名残があちこ

かつて軍港だった

理 事︑ 広 島 経 済 同 友 会 呉
ち〟です﹂

長︑さらには小学校のPT
A会長も務めるなど︑地域
を盛り上げるべく︑日々駆
け回っています︒

例えば︑
﹁げんまい﹂というジュー
﹁玄米を発酵させて︑裏ごししたもの

スがあります︒

がら︑歴史ある港町ならで

です︒昔はつくっているメーカーが市

めて見つめ直してほしいとの願いを込

いという話︒街の魅力や景色をあらた

通った小学校が統廃合するかもしれな

しい自然にも恵まれた呉市︒ 内にいくつかあったのですが︑現在残

はのハイカラな雰囲気と美

工業都市として発展しな

食品製造のノウハウを生かし
﹁地産地消ラムネ﹂
誕生

支 部 の 地 域 活性化副委員

は遊び心が大事なんですよね﹂

考え続けています︒やっぱり︑ラムネ

か違うやり方ができないかと︑ずっと

﹁日

︻ 株式会社中元本店 ︼

港町らしい
潮風を感じながら
巡ってね！

クとして︑絶やすわけにはいきません﹂
感覚をイメージして開発︒2008年

重宝されています。

また︑
﹁しおラムネ﹂の誕生には︑

る「ヤスリ」
。なかでも仁方町

めて︑Tシャツにしました﹂

仕事」をサポートする道具として、

の開通に合わせて発売しました﹂

現在、さまざまな分野の「プロの

れは、木や金属を削るときに用い

このように活動の幅を広げながらも︑

ナンバーワン産業があります。そ

芯にあるのは﹁楽しむことを忘れちゃ

が少なかった仁方の需要が高まり、

いけん！﹂というモットーです︒

したが、戦災によって衰退。被害

りの街」である呉市が誇る、ある

﹁しおラムネ﹂では︑そ

を刻みました。そんな「ものづく

﹁お父さんが子どもに︑おじいちゃん

京や新潟でもヤスリ産業が盛んで

が孫に飲み方を教える︒あるいは︑ラ
ムネ玉がカラカラと鳴る音を聞いて︑
小さい子があれを飲みたいという︒イ
ベントなどでそんな場面を見かけると︑
ラムネをつくっていて良かったなと思
います︒ラムネって︑楽しい思い出と

奮闘記﹂は︑たくさんのトビキリの笑
顔を巻き込みながら︑まだまだ続いて
いきます︒

95%
％を占めています。戦前までは東

最大の戦艦として、歴史にその名

呉市：
当時の最先端技術を結集した世界

のノウハウが発揮されて

中元順一朗さん

て発展し、実に全国シェアの 95

います︒
﹁上蒲刈島でつくられて
いる〝 海人の藻塩 〟
︒そ
れをラムネに入れたら甘
みが引き立って︑面白い
味になるんじゃないかと

この場所だからできることがある!
そんな熱い想いを抱えた
後継者たちをご紹介します。

中元さんが紡ぐ﹁くれまち盛りあげ

考えました︒野菜はよく︑ 結びつきやすいですよね﹂
地産地消といわれるでし
ょう︒飲料でも︑できる
だけ地のモノを使ってい
きたいですね﹂

ラムネの思い出は
楽しい記憶とセット
小学校の校舎︑海岸通
り︑列車︑夕焼け││︒
Tシャツに描かれている
のは︑呉市のさまざまな
ワンシーンをモチーフに
したイラストです︒
﹁仲間たちと去年の夏︑
くれまちそだちのTシャ
ツをつくりました︒きっ

「トビキリくん」の愛称でも親しまれる
4 代目社長。SNS では「今日も元気に
トビキリま〜す！」が定番フレーズ。

秘裏に建造された戦艦「大和」
。

上／ 2005 年のオープン以来、呉市のシンボルと
なった「大和ミュージアム」
。10 分の 1 サイズの
「大和」など、充実の展示内容です。下／呉名物
「細うどん」。早くおいしく食べてもらうために、
この形状になったそうです。

代表取締役社長
（にがたちょう）は一大産地とし

その他：5％

呉市にある海軍直轄の工場で、極

全国のヤスリ生産量割合

実は…呉市は日本一の
「ヤスリ生産地」なんです！

臨海工業都市として、日本の近
代化に貢献してきた呉市。風光
明媚な自然と相まって、印象的
な景観が広がっています。

かけは︑私も︑私の父も

呉市編
なるほど！
？ 市民学

こんなエピソードも︒

調合など、製造工程の一部は手作業によるもの。中元さん
によると、
「アナログな部分があることで、中元本店なら
ではの味わいが出ていると思います」。

16
取材・撮影協力／大和ミュージアム、りゅう

17

旧・呉海軍に伝
えたラムネを復
活させた「呉大
和ラムネ」ほか、
ラインアップは
10 種ほど。

清涼飲料メーカーであると同時に︑

☎ 0823-25-4644

﹁上蒲刈島と豊島を結ぶ豊島大橋の開

1925 年創業。従業員は 20 名。中元庸商店と
して清涼飲料の販売を開始し、1948 年に現
在地へ移転。翌年より、漬け物、佃煮製造を
スタートする。2013 年には、市内ショッピン
グモールに直営店「トビキリ本舗」オープン。

﹁漬け物・佃煮屋﹂でもある中元本店︒

広島県呉市三条 1-4-8

通が決まりました︒さっそく島に向か

株式会社中元本店

4

「ゆめタウン呉」内にある「トビキリ本舗」
。中元本
店の清涼飲料、漬け物、佃煮などが勢揃いです。

よう来たねぇ

平清盛が切り開いたとされる名勝
地「音戸の瀬戸」。深紅のアーチ
を描く 2 つの橋は見事な美しさ。

全国の児童養護施設の

合は、2005年から

国シャンメリー協同組

なさまで楽しんでいただけるアニ

ゼントしました。併せて施設のみ

ジナルラベルシャンメリーをプレ

作し、世界にひとつしかないオリ

の画像をプリントしたラベルを製

チャリティーサンタが
児童養護施設 施設を訪問

クリスマス会を応援するために、

全
シャンメリー贈呈活動を続けてき
メDVDもプレゼントしました。

ったサンタさんからメッセージが

子供たちは大喜び。大きな袋を持

サンタさんが施設に登場すると、

ました。 年は北海道から沖縄ま
マス会に彩りを添えるお手伝いを
読まれ、プレゼントを受け取ると、

での552施設へ贈呈し、クリス
しました。喜びの声を多数お寄せ
かわいい笑顔と歓声があふれまし

いただきました。
さらに贈呈活動 年目となる

飲料が取り出し口に出てくるまで

料を補充する体験や、補充された
訪問。組合からは施設のみなさま

名のボランティアのサンタさんが

北海道から九州までの 施設を
ちの心に残る 日となりました。

クリスマス会に華を添え、子供た

た。オリジナルラベルシャンメリ

販機関連４団体からな
の流れを見てもらい、子供から大

「エコプロダクツ２０１４」
に
出展
る清涼飲料自販機協議
人まで釘づけになっていました。

ーの軽快な開栓の音、はじける炭

会は、今年もエコプロ
クイズの参加者には﹁自分で簡単

サンタ﹂とコラボレーションし、

ダクツ展に出展しました。総来場

年は、NPO法人﹁チャリティー

者は昨年を下回りましたが、当ブ
に作れる〝自販機型ペーパー貯金

酸や甘い香りは、温かくて楽しい

ースには３000名を超える過去
箱〟
﹂などをプレゼントしました。

自販機の省エネに関するクイズ
では〝自販機年間総消費電力量削
減率が計画を大きく上回って推移
していること〟や、冷却で発生し
た熱をホット飲料に再利用する
〝ヒートポンプ自販機〟
、また夏の
午後は冷却運転をストップする
しく理解されました。

〝エコベンダー機能〟について楽
また内部の構造が見えるシース
ルー自販機を展示して、実際に飲

月 ～ 日、東京ビッ
グサイトで開催の﹁こ

試飲コーナーには新商品も多数
イダー・ラムネが当たるかドキド

並び、サイコロの出た目でどのサ

︵主催 食品産業センター︶に﹁地サ
キのアトラクションでもお楽しみ

銘柄を一堂に集結することで注目

北海道から沖縄までの110の
見つけにお越しください。

しています。お気に入りの 本を

させるブースでみなさまをお待ち

と銘打ち出展いたします。

を浴びているこのイベントで、各

いただけます。旅情や郷愁を感じ

イダー・地ラムネ祭り2015 旅﹂

だわり食品フェア﹂

地の特色ある商品をPRします。

今年も地サイダー・地ラムネ祭り
こだわり食品フェアに出展

10

くる元気ネットや主婦連合会から

回容器包装研修会

月 日、東京・大手町

12

修会を開催しました。

て飲料容器包装 素材ごとに製造

もご出席をいただき、総勢 名に

にて第 回容器包装研

10

全清飲会員企業メンバーをはじめ

計 名の講師が詳しく素材ごと

ついて体系立てて学習しました。

全清飲の岩尾専務理事が開会挨拶、 からリサイクルまでのプロセスに
として、農水・環境・経産各省庁
やNPO法人持続可能な社会をつ

ーヒー飲料 品目の表示に関して、

導担当官の出席により、市販のコ

コーヒー飲料等試買検査会

年

国コーヒー飲料公正取
﹁コーヒー飲料等の表示に関する

引協議会の平成

公正競争規約﹂に基づき、必要表

全
度﹁コーヒー飲料等の

示・特定表示・不当表示・その他

に説明、 日研修会となりました。

日本清涼飲料研究会
第 回総会・研究発表会の開催
月 日、日本教育会館
一ツ橋ホールにおいて、
日本清涼飲料研究会

﹁第 回総会・研究発表会﹂を開
今回の特別講演は、東京大学大

催しました。
学院の森憲作氏の﹁香りを楽しむ
脳のメカニズム﹂とＪＡＸＡ有人
宇宙ミッション本部の宮本正明氏
の﹁宇宙食の役割について～宇宙
飛行士の活躍を支える〝宇宙日本
食 〟～﹂の 題、他に研究発表が
題あり、活発な意見交換が行わ
れ ま し た。 な お、 参 加 人 数 は 約
480名で、最近 年ほどでは最
また、前回の研究発表から優秀

多でした。

ています。

表示に関する試買検査会﹂が、昨

10

第

最高のお客さまが来られました。

自

10

課題として、次の 課題を表彰し

くの話題を紹介していくことを目指し

年の 月 日に、東京で開催され

1

耳より情報を提供するために、より多

表示が内容物を反映しているかな

10
2014 年清涼飲料業界 10 大ニュースで

「自販機の省エネの取り組みが勉強できてよか
った」と好評でした。

18
19

24

においしく楽しんで飲んでいただける

3

の出る記事を、またお客さまにはさら

「地サイダー・地ラムネ祭り 2015 旅」 イメージ。
左から、花王（株）渡辺氏、大和製罐（株）阿部氏、ア
サヒ飲料（株）菅沼氏

2014 年 10 〜 12月は
イベント出展や研究会が多く、
活発な活動が行われた季節でした。

8

1

24

飲料業界に携わる方々には明るく元気

日本清涼飲料研究会奨励賞
アサヒ飲料（株）菅沼剛氏「エアイ
ンダクションノズルを活用した無
菌充填ラインにおけるボトルリン
サー節水技術の開発」
〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町 3 丁目
3 番 3 号 CM ビル 3 階
一般社団法人 全国清涼飲料工業会
「清飲彩」編集部
TEL：03-3270-7315 FAX：03-3270-7306

2

飲・彩」編集部としては、毎号、清涼

ました。

クインする年となりました。
「 清・

検査結果について検討を行いました。

10
がらアゲンストのトピックが複数ラン

全国清涼飲料工業会賞
大和製罐（株）阿部和也氏ほか「ア
ロマプロテクト 製法の開発」

本誌ご送付先に変更などがございまし
たら、お手数ですが下記までご連絡く
ださい。

14

2
昨年 10 月に開催した「第 24 回研究発表会」
の講演集。
体裁：B5 判 定価：5,140 円
会員割引価格：3,080 円
※日清研会員のみ適用

24

界は、厳しい環境にさらされ、残念な

ました。

15 年は清涼飲料業界を＂ハレ＂にす

中小
企業
中小
企業

：

1

6

『第24回
日本清涼飲料
研究発表会
講演集』

技術

13

も選考されたように、昨年清涼飲料業

21

新しい研究成果などに関する論文を、豊富に
掲載しています。
体裁：B5 判、約 100 ページ
定価：4,620 円（年間購読料：9,250 円〈計
3 冊。4 月末、8 月末、12 月末発行予定〉）
会員割引価格：3,080 円（年間購読料：6,170
円）※全清飲、日清研会員のみ適用

どにつき検査が行われました。

No.174
（2014年・第3号）
12月末刊行

右：サンタさんからシャンメリーをプレゼント。
左：施設ごとにオリジナルラベルを製作しました。

〈お願い〉本誌ご送付先の変更など

14

2015 WINTER
冒頭、岩尾専務が挨拶しました。

26

一般消費者および東京都表示指

刊行物へのお問い合わせは、次の電話番号ま
でご連絡ください。TEL：03-3270-7300

80

21

8

編集部より

コーヒー

11

8

環境

11
『ソフト・ドリンク
技術資料』

27

刊行物情報

日本清涼飲料研究会賞
花王（株）渡辺卓也氏ほか「クロロ
ゲン酸類を含有するコーヒーの肥
満者に対する内臓脂肪低減効果」

る応援団長になります。

10

全清飲
自販機

I N F O R M AT I O N

そ のま ま は
ダメよ ！

イラスト／安ケ平正哉

ペットボトルや缶の飲みものを面倒だからと、
そのままレンジでチンしないでください！
容器が破裂する恐れがありますので、
温める際は耐熱性の容器に移してからにしましょ。

2015 WINTER Vol.40

しっか りう つ そ っ！

発行日／ 2015 年 1 月 30 日
発行／一般社団法人 全国清涼飲料工業会 〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町 3-3-3（CM ビル 3 階） TEL 03-3270-7300（代）

※温めすぎると突沸することがあります。ご注意ください。

一般社団法人全国清涼飲料工業会（略称：全清飲）は、
下記 3 つの活動理念に基づいて事業を行っています。
・公共の利益と調和のとれた清涼飲料業の発展
・清涼飲料の品質の向上と安全の確保
・清涼飲料の健全な消費のための正しい知識の啓発普及

