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Soft Drinks Review
Special

「清飲記者会」が選ぶ
「’
06年清涼飲料業界10大ニュース」
「清飲記者会」は、清涼飲料の業界紙12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ます。
1年を振り返り、清涼飲料業界における特徴的な上位10項目のニュースを、
リストアップして決定しています。

１.短い夏にもかかわらず、
生産量はほぼ前年並みと健闘

短い夏にもかかわらず、
生産量はほぼ前年並みと健闘

緑茶飲料の拡大基調が一段落。
新たに「濃い」味わいの流れ

ミネラルウォーターの需要拡大に伴い、
国
産・輸 入 品ともに大 幅 な２桁 増 を 達 成
し、
清涼飲料の中で屈指の成長率を示し
た。また、酸素入りやガス入り、
フレーバー
ウォーターなど、新しいジャンルも話題と
なった。

ミネラルウォーターは、
国産・輸入
共に好調。
３年連続２桁増

長引いた梅雨、
低い平均気温など、
冷夏に
よるマイナス要因はあったが、清涼飲料の
生産量はほぼ前年並みを維持した。各社
が基幹ブランドの強化を掲げ、突出した
新製品がなかったことを考慮すると、健
闘した１年といえるだろう。

1
2
近 年 、急 成 長を続けてきた緑 茶 飲 料だ
が、
2005年の反動と冷夏などが影響
し 、成 長 の 流 れ は一段 落 し た 。た だ 、
2007年度は各社からの新ブランド・
新製品の投入が予想され、依然として重
要なカテゴリーとして注目されそうだ。

消費者の健康志向で、
野菜飲料は2桁増

人々の健 康 志 向を背 景に野 菜の需 要が
増大する中、野菜不足をジュースで解消
しようとする意 識が高まりつつある。野
菜飲料の急成長は、
まさにこれを反映す
るもので、
さまざまな世代のニーズを満た
す形になった。

改正容リ法が成立し、
見直し議論に
決着。
３主体の役割分担を維持

社 会 的 な健 康 指 向の高 ま り

高まる水への関心と
ミネラルウォーターニーズ

各社のマーケティング努力により、

紅茶飲料の拡大が続く

ここ数年、拡大基調を継続してきた紅茶
飲 料だが、2 0 0 6 年は２桁 前 後 増を
達 成し、大 躍 進の年となった。最 大 手や
海 外リーフブランドの周年 記念に加え、
紅茶飲料全体のカテゴリー細分化が進ん
だことも特筆すべき点だ。

自販機犯罪通報システム、
防犯効果を上げる

近年増加中の
「自販機狙い」撲滅を目的
に業界と愛知県警が協力し、「自販機犯
罪通報システム」
の運用が開始された。防
犯カメラ搭載の新システムは、犯罪防止
に効果を上げ、
自販機犯罪の大幅な減少
に寄与している。

無糖や微糖タイプの缶コーヒーに
各社注力。競争熾烈に

人々の健康志向と糖分少なめの味覚トレ
ンドの影響で、
缶コーヒー市場にも多くの
無糖 、微糖タイプの新製品が登場した。
従来とは異なる風味設計は、
消費者の購
買意欲をしっかり掴んでおり、年々シェア
を高めている。

ポジティブリスト制度を導入

「安全・安心」意識の高まりで、
残留農薬

食 品 中に残 留 す る 農 薬 等 の 基 準 値 を
設 定し 、これを 満 たさない場 合は販 売
禁 止とする同 制 度の導 入は、食 品 業 界
全 体へ大きな 影 響 を 与えた。飲 料 業 界
でも 原 料 面での影 響は強 く 、対 応 を 強
いられた。

中小企業の地サイダーが
静かなブーム

地域に密着した中小企業の活躍も目立っ
た１年だった。地サイダーは、
有力ショップ
などで専門ブースができるなど“ご当地
ドリンク”
として人気を獲得した。新横浜
にオープンした
「地ドリンク博物館」も話
題を集めた。

大幅に増えた 」男性が ・ ％

男女別に見ると、「以前より

計約６割に達した（図②参照）。

日常生活のアイテムのひとつに数えられるほど
普及してきた
「ミネラルウォーター」
。
さまざまなミネラルウォーターが販売されている背景には、
どのような消費者意識の変化があるのだろうか。
昨年、
（社）
全国清涼飲料工業会が実施したテーマ調査
「食生活における
『水』
とのかかわりとミネラルウォーターニーズ」
から、水とミネラルウォーターに関する
日本人の意識とニーズの変化をレポートする。

６月、業界の注目を集めてきた容器包装
リサイクル法の改正案が、国会で可決さ
れた。分別収集を行っている市町村を支
援する拠出金制度が創設された一方で、
３主体
（市町村、
事業者、
消費者）
の役割・
責任分担を維持する内容となっている。

6
7
8
9
10

（１〜10月で72%減
〈愛知〉
）
７.自販機犯罪通報システム、
防犯効果を上げる

８.無糖や微糖タイプの缶コーヒーに各社注力。
競争熾烈に

9.「安全・安心」意識の高まりで、
残留農薬ポジティブリスト制度を導入

10.中小企業の地サイダーが静かなブーム。新横浜に地ドリンク博物館オープン
【次点】
全清飲のWebサイトに小学生向け「ドリンクキッズ・飲み物の博物館」
を開設

【清飲記者会メンバー】
●醸 造 産業新聞 社
● 食品 産業新聞 社
● 食品新聞 社
● 食料 醸 界 新聞 社
● 食糧タイムス社
●中部飲 食料 新聞 社
●帝国飲 食料 新聞 社
●東京食料 新聞 社
●日刊経済通信 社
●日本 食糧新聞 社
●日本 和洋酒罐詰新聞 社
●ビバリッジジャパン社

3

であるのに対し、女性は ・
関心も高いのだろうか。 今回の

の需 要を牽 引しているのは、女

結 果 から、ミネラルウォーター

％と大 き く 上 回っている。 この
調査では、約７割の人が「水の

性であることがうかがえる。
り（図①参照 ）、とりわけ女性
における関心度の高さがうかが

や 豆 腐、日 本 酒や 緑 茶 飲 料に

が及ぼす 影 響についても、そば

を飲みたいから 」と答 える人が

も 強い理 由として「おいしい水

ォーターを飲むのだろうか。 最

では、なぜ人々はミネラルウ

われた。 また食品、飲料への水

関 しては、 過 半 数の人 が「 大

ーターの需要が大きく拡大して

景 を 受 けて近 年、ミネラルウォ

飲んでいるだろう。 そうした背

実 際にさ ま ざ ま な 場 面で水 を

さ」
「安全性 」
「イメージ」という

利用目的のベスト３は、「おいし

を飲みたいから 」が続いている。

ら 」、３位は「天然・自 然の水

２位は「安全な水を飲みたいか

圧倒的に多かった（図③参照）。

いる。ここ１〜２年間のミネラル

「 他の清 涼 飲 料 に あ き た か

ことになろう。
ては、
「以前より大幅に増えた」
りやや増 えた 」が ・ ％で合

て口に合わないから 」といったネ

ら 」や「茶系の清涼飲料は苦く

ウォーターの利用状況変化につい

多 くの人が水に関 心を持ち、

きく影響する」と答えている。

「おいしさ」と 「安全性」を
水に求める消費者

味、おいしさ」に関心を持ってお

の中、「 水の味、おいしさ 」への

7
0

19

32

【次点】全清飲のWebサイトに小学生向け「ドリンクキッズ・飲み物の博物館」を開設／全国清涼飲料工業会では７月、小学生向けの新サイトを開設した。オリジナルキャラクター
「ドリンちゃん」による、楽しく学べる内容は、
こどもたちの興味を大きくひいており、開設以来、多くの訪問数を記録している。 http://www.j-sda.or.jp/kids/




REASON WHY? —ランキング入りしたポイント
という 人が ・ ％、「 以 前よ
7

1

32

３.緑茶飲料の拡大基調が一段落。
新たに「濃い」味わいの流れ
４.消費者の健康志向で、
野菜飲料は2桁増

５.改正容リ法が成立し、
見直し議論に決着。
３主体の役割分担を維持

食生活における「水」とのかかわりと
ミネラルウォーターニーズ

4
5
26

６.各社のマーケティング努力により、
紅茶飲料の拡大が続く
-

全清飲による定期調査から読み取る
-

２.ミネラルウォーターは、
国産・輸入共に好調。
３年連続２桁増

ガティブな理由を挙げた人は少

には明確な相関がみられる。

ミネラルウォーターの利 用 度 合

さらに、 浄 水 器の利 用 状 況

なく、他の清涼飲料とミネラル

ウォーターを 必 要に応じて使い

ーを 「常時備 えて利 用 」は ・

ている層では、ミネラルウォータ

別にみると、浄水 器をよく 使っ

ま た、ミネラルウォーターの

17

分けているようだ。

利用者には、硬度（カルシウム、

いる層でも、ミネラルウォーター

％と少なくなっている。

上いる。 硬度による用途や効能

を 「 常 時 備 えて 」
「よく 購 入 」

マグネシウム分の含有量 ）による

（ ミネラル摂 取 な ど ）について、

「たまに購入」
の合計が ・ ％

しかし、浄水器をよく 使って

ある程 度 知 識 を 持ったユーザー

に達しており、
“ 浄 水 器があれ

使い分けをしている人も１割以

層が形成されつつある。

ばミネラルウォーターは不要 ”と

いえないことがわかる。

ミネラルウォーターは、
「価格」で選ぶ

ミネラルウォーターの
利用者はほぼ7割

ミネラルウォーターの利 用 状

況について尋ねてみたところ、ミ

して最も多いのは、「そのまま、

ミネラルウォーターの用 途 と

て利用している」人は ・ ％で、

ま たは冷やして飲 む 」で、 ・

ネラルウォーターを 「 常 時 備 え

「よく購入して利用」（ ・ ％）
、

位以下を大 き く 引 き

離している（図⑤参照 ）。ミネ

％と

％ ）する人を加えると、何らか

ラルウォーターの普 及 が 進 むこ

「たまに購入して利用 」
（ ・

の形でミネラルウォーターを 利

とは、
“水をそのまま飲む”
ライ

しているといえよう。

その他

フスタイルが広がることを 意 味

40％

60％

「水の味」への関心度合

100％

79.0

全体

14.9

52.4

27.0

4.6 1.0

男性

11.9

51.1

30.5

5.7 0.7

女性

17.7

53.6

23.7

3.6 1.3

26.8

12.6
11.3

強い関心が
ある

※対象は、ミネラルウォーターの利用者
※図表中の ■ 部分は、
「最も強い理由」として
1 つだけあげた回答率

やや関心がある

あまり
無回答
関心がない
まったく
関心がない

ここ 1～2 年間のミネラルウォーターの
利用状況変化

2

44.0
34.5
9.7

2.5
2.5

酒類や乳酸菌飲料などを割る

25.8

氷を作る

料理の材料を洗うのに使う
ペットの飲み水として使う

31.2

10.0
1993 年
2006 年

60％

80％

19.4

26.1

32.7

35.6

4.8 0.6

38.0

5.8 0.7

100％

87.6
26.3

男性

19.7

女性

35.9

32.0

29.8

以前より
大幅に増えた

以前より
やや増えた

33.5

4.0 0.6

18.4
14.2

料理（煮物、汁物など）を作るのに使う

43.7

40％

お茶、コーヒー、紅茶などを入れる

災害時などのために備蓄している

16.9

3.8

71.9

20％

そのまま、または冷やして飲む

ごはんを炊く

42.4

19.4

6.3

2.9
0.7
0.2

43.0

20.4
20.0

7.8
8.1

61.4

全体

ミネラルウォーターの用途（複数回答）
0％

80％
61.7

流行の

かっこわるい

80％

6

その他 6.1 7.7

20％

おしゃれな

むだな

用している人は、７割 近 くにの

また、「常時備えて利用して

割高な

ぼる（図④参照）。

として最 も 利 用されているのは

ィスカウントストア」
「コンビニエン

ミネラルウォーターの購 入 先

と 比 較 す ると、 1 9 9 3 年の

スーパー（ ・ ％）
で、
以下 「デ

いる 」人の割 合 を 過 去のデータ

・ ％から約 ・ 倍に増加

している。

ウーロン茶や紅茶を抜き、6 番目に生産量の多い

信用できない



スストア 」
「ドラッグストア 」の順

ぜいたくな

しており、消費者の健康指向の高さがうかがえます。

水の味への関 心 度 合 別にみる

清涼飲料の分類別生産量シェア（図⑧参照 ）でも
清涼飲料になりました。野菜飲料も消費量を伸ば

で続く。

美容によい

60％

1.0
3.2
0.5
おしゃれに水を飲みたい
（使いたい）から
2.7
0.2
茶系の清涼飲料は苦くて口に合わないから 0.8

おいしい

度だったのが、今では 10 リットルを超えています。

1

64

6

51.9

無回答 7.6 0.6

0％

健康によい

87

他の清涼飲料の味にあきてしまったから

ミネラルウォーターのイメージ（15～59 歳・2 時点比較）

費量。20 年前には、1 人当たり年間 1 リットル程

2

21.0

※対象は、ミネラルウォーターの利用者

安全な

40％

21.0

カロリーゼロの飲み物が飲みたいから 1.6

5

近年、飛躍的に伸びているミネラルウォーターの消

6

4.8

その他

7

1

47.3

3.2

容器の材質（PET、紙など）

ますます伸びる
ミネラルウォーターの需要

20％

美容によい水を飲みたい（使いたい）から 2.6

3.7

処理方法（無殺菌・無除菌かどうか）

14 22
32 2 3

ミネラルウォーターを利用する理由（複数回答）

カルシウムなどのミネラル分をとりたいから 5.5

8.9

コマーシャル、広告のイメージ

と、水の味に強い関心がある層

〈出典〉日本ミネラルウォーター協会 統計資料より（2005 年度）
※ミネラルウォーター類の生産シェアには、輸入ミネラルウォーター不算入

14.7

69
0

天然・自然の水を飲みたい（使いたい）から 6.8

16.1

賞味期限

8

安全な水を飲みたい（使いたい）から

21.8

14.7

2

0％

17.9

容量

8

おいしい水を飲みたい
（使いたい）から

32.3

採水地（水源地）

3

7

80％

25.5

商品名

33

清涼飲料全 般については、購

60％

では ・ ％の人が「常時備え

味

果実飲料など
10.2％

入 先の回 答でコンビニ、自 動 販

40％

36.0

成分（ミネラル分の種類、量）

緑茶飲料
14.8％

て利用 」しており、関心度合と

3
67.7

採水国（国産、輸入）

ミネラル
ウォーター類
8.0％

全な 」
「健康によい 」
「美 容によ

20％

メーカー名、ブランド

炭酸飲料
15.3％

売 機が上 位に位 置しているが、

ウーロン茶飲料
5.8％

い」
「ぜいたくな 」の順で続いてい

一方、「割高な 」
「むだな 」
「信

る（図⑦ 参照）。

0％

コーヒー飲料など
16.2％

ミネラルウォーターに限っては異

7

また、ミネラルウォーターの

用できない」といったマイナスイ

67

なる結果となった。

購 入 時の重 視 点 として最 も 多

じてミネラルウォーターに対 す

メージは下 位 となっており、総

位以下の「メーカー名、

る消費者のイメージは好意的な

0

いのは「価格 」
（ ・ ％ ）であ

り、

％ ）、「 味 」

・

36

価格

紅茶飲料
4.8％

スポーツドリンク
9.2％

2

ミネラルウォーター購入時の重視点（複数回答）
※対象は、ミネラルウォーターの利用者

その他
15.7％

ブランド 」
（

6

清涼飲料の分類別生産量シェア

ものといえよう。

8

（ ・ ％ ）を大きく引き離し

③調査実施時期
◆ 2006 年 7 月 27 日（木）〜 8 月 23 日（水）

3

1 9 9 3 年の調 査 結 果 と比

171
172
183
189
189
904

ている（図⑥参照 ）。 前述の購

41
44
52
48
55
240

較すると、肯定的なイメージの

44
43
40
44
43
214

入先についても、こうした価格

43 43
44 41
45 46
45 52
45 46
222 228

合計

ある上位項 目の数 値が増加し、

15 〜19 歳
20 〜29 歳
30 〜39 歳
40 〜49 歳
50 〜59 歳
合計

（人）

阪神圏
男性 女性

重 視の消 費 者の姿 勢が反 映し

年齢層

首都圏
男性 女性

否 定 的 な 項 目の数 値は低 下 し

きたミネラルウォーター。 かつて

対象者の地域別・年齢層別構成

「ぜいたくな 」
「割高な 」といった

さ ま ざ ま な 言 葉 を 挙 げて、

の“ぜいたく品 ”というイメージ

②有効回収サンプル数
◆今回の集計・分析対象者の合計数は 904 名。
地域別・世代別構成は以下の通りです。

ているものとみられる。

ミネラルウォーターのイメージと

はこの十数年で薄れ、より身近

1. 調査方法
◆調査票を使用した郵送自記入式アンケート法
2. 調査対象
①調査対象者の年齢層
◆ 首 都 圏、 阪 神 圏 在 住 の 15 〜 59 歳 男 女、
計 904 名（有効回収）
◆調査会社の管理するモニターより抽出

た。 実 態 として購 入 価 格が下

してあてはまるものを尋ねたと

な存 在になってきたといえるだ

調査概要

がり、多くの消費者に普及して

ころ、最 も 多かったのは「おい

ろう。

9

身近な存在に変わった
ミネラルウォーター

しい」で ・ ％、これに「 安

71

32

10.0

以前とほとんど
変わらない

※対象は、ミネラルウォーターの利用者

無回答
以前より
減った

3.2
1.9

食器などを洗う時に使う

0.5

洗顔、化粧用に使う

0.2

4

ミネラルウォーターの利用状況

22.3

14.2

32.1

31.1

0.3

入浴・洗髪の時に使う 0.0
その他

3.2

常時備えて よく購入して
利用している 利用している

たまに購入して
利用している

まったく
利用していない

無回答
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第1回

荻原健司

いうことは、考えたこともなかった。

オリンピックで実感した
水分補給の大切さ

たからだ。スキージャンプの練

ンクなどを携帯し、水分補給を行ってい

どの選手たちが、運動中にスポーツドリ

て驚いたことがあった。それは、ほとん

その大会で、各国の代表選手を見てい

体調で、練習を思い切りできたことが要

ながった。体の疲れが残らず、常に良い

自身の競技力が上向き始め、好成績につ

的に水分を摂るよう心がけた。すると、

した。また、普段の生活の中でも、積極

中や競技の合間に水分補給をするように

リンクなどをいつも持つようにし、練習

国際大会の経験から、私はスポーツド

習や競技の合間に、また、クロ
因だろう。

うとも感じた。

に、自分自身にはその可能性はないだろ

大変なことであるかを実感するととも

った。世界で一番になることが、いかに

かを、まざまざと感じさせられた瞬間だ

こまめな水分補給でつかみ取った金メダル

世界のレベルに愕然とした
屈辱の国際大会
ノルディック複合選手として、競技人
生の中で初めて国際大会に出場した時、
私は高校 年生だった。当時の私は、日
本代表というプライドもあり、目標を
位以内に定めていた。しかし、結果は
位。惨敗だった。世界の壁がいかに厚い

スカントリースキーの練習中
それから数年経ち、夢だったオリンピ

は、飲物が入るウエストバック
を腰に巻きつけ、こまめに水分
一方、われわれ日本のスキー
で、喉がカラカラになった。その時、喉

ピック。体が激しく緊張した。緊張感

ックの代表に決定した。初めてのオリン

選手は、運動中に水分を補給す
を潤す水分のありがたさを実感した。

を摂っていた。

るという概念がなかった。「運
位でゴールを切った時、日の丸を無

の後だった。だから、スポーツ

にしても、水分を摂るのは運動

か！」という時代ではなかった

から 年の歳月が流れていた。

の大切さを痛感した、初めての国際大会

になれたという喜びに浸った。水分補給

我夢中で掲げていた。自分も世界で一番

動中に水なんか飲んでいる場合

ドリンクなどを常に携帯すると

ていた。1997年に施行され
た「容器包装リサイクル法」が

解禁となったのを契機に、ＰＥ

ットル以下の小型ＰＥＴ容器が

1996年に、500ミリリ

時の1997年は ・ ％程度

容器のリサイクル率は、発足当

品化が義務づけられた。ＰＥＴ

メーカー、容器メーカーに再商

ＰＥＴ容器にも適用され、中身

Ｔ容器の需要は、すさまじい勢

だっ たの が、 2 0 0 5 年 に は

年間で劇的に急増した
ＰＥＴ容器のニーズ

いで伸びていった。清涼飲料に
使 わ れ るＰ Ｅ Ｔ 容 器 は 、 １ ９
９７年に 万５千トンだったの

・ ％に急上昇した。これに
未確認の輸出量などを含める
と、リサイクル率は ％以上と

器のトップとなり、2005年

ンと、本数で缶容器を抜いて容

ても群を抜いており、評価され

％台、欧州の ・ ％と比較し

推定される。これは、米国の

が、2002年には 万１千ト

には 万トンの大台を突破した。

由に変えられる。これらの特長

るし、加工しやすくサイズを自

る。キャップを付けて持ち歩け

うえに、透明で中身がよく見え

ＰＥＴ容器は、軽くて丈夫な

ＰＥＴ容器の需要は、今後さ

軌道に乗ったことを示している。

クルシステムが短期間のうちに

の分別収集・保管など、リサイ

また消費者の分別排出、市町村

る水準になっているといえる。

状では約 割がリサイクルの流

らに拡大するだろう。しかし現

が、メーカー、消費者ともに支
持された大きな要因だろう。

リサイクルの環を広げるべく
さらなる取り組みを
ＰＥＴ容器は、ほぼ 年で約

れから外れており、消費者、市
町村、事業者などが一体となり
リサイクルの環を広げ進化させ

追いつかなかった。ＰＥＴボト

はリサイクルインフラの整備が

％を目標にしているが、前倒し

010年までにリサイクル率

トルリサイクル推進協議会は

ていくことが必要だ。PETボ

ルは非常に資源価値の高いゴミ

で達成し、缶、ビン並みのリサイ

・ 倍に急増したため、当初

であり、再資源化するリサイク

クル率を目指してもらいたい。

10
11

ルシステムの構築は急務となっ
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瞬間
〔寄稿〕
：
「PET 容器のリサイクル率を、
官民一体となって高めていこう」

群馬県草津生まれ。ノルディック複合の選手とし
て、長年に渡り世界のトップアスリートとして活
躍。オリンピック団体戦で２大会連続金メダル獲
得、ワールドカップ個人総合３連覇などを含め通
算19勝という前人未到の成績を収めた後、2002
年に競技生活を引退。引退後は、こどもたちにス
キーの楽しさを教えたいと、ボランティア活動など
を積極的に行う。2004年７月、参議院議員選挙
全国比例代表区で初当選。スポーツ振興や教育
問題に力を注ぎ、日々奮闘している。
30
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1,500
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44.0
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日本の回収率
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65.6
日本の生産量
米国の消費量
欧州の消費量
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500
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19

（%）
80

日米欧のPETボトルリサイクル状況比較

（千トン）

20
75 2

437

樹脂生産量（千トン）
事業系回収量（千トン）
市町村分別収集量（千トン）
全回収率（％）
市町村回収率（％）
400

1
5
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（千トン）
2,500

39
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（%）

PETボトルのリサイクル概況

50

5

さわやかな

視点
長谷川正／産経新聞メディックスマーケティング局長

10
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リレー エッセイ

Report

九星飲料工業（株）
伊都工場

好立地とマルチタイプの生産ラ

インを完備。九星飲料は、この

最新鋭マルチタイプ飲料製造ラ
料が高級品であった時代。飲料

やサイダーで、まだまだ清涼飲

当時の商品といえば、ラムネ

工場を譲り受け、現在の九星飲

企業探訪の記念すべき第1回
会社が全国に3500社もあ

富。そして伊都工場には、HA

目は、福岡県の西端、周囲を海
インを活かして、多様化する清
り、中小の飲料会社の全盛期で

料工業を創業しました。

と山に囲まれた自然豊かな前原
涼飲料の消費者ニーズにフレキ

CCPに対応した環境配慮型の

市へ、九星飲料工業（株）さん
した。シャンメリー、アメ湯、

創業からの歴史を仲原社長に

ームソーダなど、今でいう「地

ン詰めコーヒー、ビン詰めクリ

ジュース、濃縮乳酸菌飲料、ビ

ニッキ水、ポリジュース、粉末

シブルに対応してきました。

車で約 分、緑あふれるのどか
な田園都市の一角に、九星飲料
工業（株）伊都工場はあります。
九星飲料工業（株）は、今年

引き継ぎ、夏はラムネ屋、冬は

「祖父がラムネ会社の分工場を
代だったそうです。

ルな企業経営が成立していた時

として、地域に密着したローカ

サイダー」的な飲料商品を中心

天ぷら蒲鉾屋を始めたのが今か

お伺いしました。

た旧工場が、周辺の急速な都市
ら100年前のことです」

で創業100年になる歴史ある

化と、ペット飲料の生産量拡大
その後戦時中は、企業整備令で

年、福岡市の西区周船寺にあっ

にともない手狭になったため、

九州の大消費地である福岡都
整備し直し、 歳で会社を設立。

に残っていたラムネ製造機械を
23

しかし昭和 年代後半になる

戦後のめまぐるしい
消費者ニーズの変化にも
いち早く対応

いったん廃業しましたが、戦後

市圏に立地、川に挟まれた土地
昭和 年には、福岡県の農産加

を立ち上げました。

の昭和 年には、現会長が工場

隣接の前原市に新しく伊都工場

飲料製造メーカーです。平成

地域に根ざした企業ビジョン
そのはじまりはラムネ屋から

を訪ねました。福岡空港から電

豊かな水と緑に恵まれた地に
最新鋭の生産ラインを備える

1
九星飲料の歴史を語る仲原社長

なため、背振山系の地下水が豊
28

ターナブルビンの受託製造を中

取り、自社で整備・設置してリ

カーの中古ビンプラントを引き

いった流れにのって、大手メー

に出すようになりました。そう

自社のリターナブル製品を外注

手メーカーは、コストのかかる

収ビンの需要が急減する中、大

飲料缶のニーズが急増し、回

断しました」

うちは、製造に特化しようと決

ますからね。
生き残るためには、

どは、マーケティング力が違い

「外資系飲料メーカーさんな

ターナブルビンでした。

のが、それまで全盛であったリ

厳しい状況のなかで光となった

か参入できません。このような

かるこの缶飲料分野にもなかな

では、莫大な初期投資費用のか

ていきます。しかし、中小企業

産の装置産業の時代へと突入し

拡大。飲料製造は少品種大量生

る缶飲料の登場で市場が急速に

さらに、ワンウェイ容器であ

した。

中小飲料工場が廃業していきま

シェアは急速に低下し、多くの

い状況の中、中小の飲料会社の

の一飲料ブランドでは通用しな

のファッション化が進み、地方

環境が急速に変化します。飲料

進出。中小企業を取り巻く経営

外からも外資系飲料メーカーが

ナルブランド飲料が登場し、海

と、高度経済成長の中でナショ

30

25

14

中村まり 「めざましテレビ」など
の情報番組リポーターや各種企
業の CM キャラクターを務める
な ど 多 方 面 で 活 躍。 現 在 は
NHKBS ハイビジョン番組にキ
ャスターとして出演中。

移り変わりの激しい清飲業界で約 1 世紀にわたって発展し続けてきた
九星飲料工業（株）
。その歴史を支えたものはなんだったのか。
最新鋭の飲料製造ラインを完備した伊都工場を訪ね、
その秘密をお伺いしました。

12
13

40

中村まり
の
企業探訪

創業 100 年を支えたのは、
時代のニーズに対応する柔軟性と
地域社会との団結力

飲料の中身の検査や、ペットボトルの開栓性の
確認など、徹底した品質管理を行っています。

九星飲料工業
（株）

心に経営する方向に転換したの
シーズンオフに社員を中心に行

達し、プラントの改造工事を、
た。平成 年にはISO900

対応工場として建設されまし

伊都工場

です。この間、多くの大手メー
っていたんです」

Report

カーさんとの取引があり、その

1

をチャンスに変えるとはまさに

もなっているとのこと。ピンチ

今日のパッカーとしての基盤に

生産技術を吸収できたことが、

中に社長さんが行い、毎回立ち

そうです。撤去作業は社員旅行

インを改造・整備していたんだ

自社ゼネコンスタイルで生産ラ

ング会社、
鉄工所の協力を得て、

なんと、地元のエンジニアリ

度処理によって県の条例をはる

燃料に有効利用。排水水質も高

酵を採用し、メタンガスを工場

使用。排水処理施設はメタン発

クリーンエネルギーのLPGを

バッチリです。さらに、燃料は

いち早く小型ペットラインをそ

は、
小型ペット容器解禁に伴い、

たちで参入。平成9年、 年に

に、西日本でほぼ先陣を切るか

茶をはじめとした中性飲料など

料、果汁ホットパック飲料、お

を改造し、大型ペットの炭酸飲

リターナブルビンの製造ライン

も一段と多様化していく中で、

とり、造成工事と基礎工事を行

工場も、会長さんが陣頭指揮を

ていきました。ちなみにこの新

現し、新工場建設へとつながっ

期間の短縮とコストダウンを実

すね。これにより、大幅な工事

団結力がないとできないことで

地域社会とのつながりや社員の

はほとんど徹夜状態。これは、

上げの時期には、社員の皆さん

ス体制が整っています。
しかも、

置。月間生産能力150万ケー

ル缶の生産ラインを3ライン設

600本のPETボトルとボト

生 産 ラ イ ン は、 各 々 毎 分

るんですね。

然と共存する工場作りをしてい

す。地域社会の一員として、自

水の再利用にも配慮していま

かに上回る自主基準で管理。用

すます多様化する清涼飲料の消

やボトル缶飲料に対応でき、ま

ス兼用であらゆるPETボトル

小型から大型まで、ホット・ガ

れぞれ増設。その後の急激な需
要拡大に応えました。

自社ゼネコン方式で
プラントを手作り
そこで気になるのが、なぜ、

きるとのこと。スピーディーか

費者ニーズにきめ細かく対応で

は、消費者の安全・安心への関

つフレキシブルで、今の時代に

平成 年に完成した伊都工場

応できたかということ。
心の高まりに応じてHACCP

できる競争優位な利益体質を構
築し、
企業市民として環境保全・

です。
このような状況の中で生き残

100年間を社員一丸となっ

社会貢献活動に努めながら、九

ダウンに取り組み、立地を活か

てフレキシブルに乗り越えてき

っていくためには、品質保証体

今後の市場の展望はどうなる

したきめ細かなデリバリー対応

た九星飲料さんなら、環境の変

州ナンバーワン飲料製造会社を

かというと、飲用人口の減少や

でニーズに応えていく。そして、

化に対応し時代を先取りした、

制・生産管理体制・技術開発体

飲料ジャンルの消費構造の変

市場縮小を前提として新たなビ

新たな事業領域をみせてくれそ

目指します」

化、ビール系飲料市場の縮小傾

ジネスモデルを切り開き、構造

うですね。皆さん、注目です。

制にさらに磨きをかけ、コスト

向などにより、飲料の受託加工

転換をしていく必要があるとの
こと。今後の意気込みを
「 当 社 の 基 本 理 念 は、

社長さんに伺いました。
安全で安心な高品質の清
涼飲料製品作りを通して
社会に貢献していくこと
です。創業100周年を
新たな創業元年と位置づ
け、ものづくりの心と創

九星飲料さんの工場は、美しい山や川に囲まれ、
とても癒される環境にありました。工場もとてもき
れいだったのですが、それよりも働いている社員の
方々の生き生きとした表情がとても素敵で印象的。
清涼飲料の時流にのるため、一丸となって取り組ん
でいる皆さんの姿に、若さあふれるパワーを感じま
した。
九星飲料工業（株）
伊都工場
所在地：福岡県前原市
敷地面積：71,684 ㎡
従業員数：90 名（2006 年 12 月末日現在）
生産品目：各種茶系飲料、各種ホットパック飲料、
各種炭酸飲料ほか

業以来のチャレンジ精神

探訪後記

市場は縮小トレンドにあるそう

これからもフレキシブルに
新たなビジネスモデルを
切り開く

ぴったりですね。

「中古ビンプラントを安く調

市場の変化にこんなに柔軟に対

最新鋭マルチタイプ
飲料製造ラインで
月間150万ケースを生産

マルチタイプPETラインで、

昭和 年以降は、容器も商品

このことですね。

2も取得しており、品質管理は

12

ったそうです。
パワフルですね。

55
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10

生産ラインご担当者

工場内には自社制作の機械がところ狭しと並ぶ
1 分間に 600 本の PET 製品を製造するライン
平成 15 年には ISO9001 も取得

味覚、聴覚などの五感で飲料をチェックする「官
能検査」
。水など、異常のわかりにくい飲料の検
査の前日は、アルコールを控え、刺激物を食べ
ないようにしているそうです。

14

ラインで一番気をつかうのは、やはり品質に関
わる殺菌と、賞味期限の印字とのこと。ライン
をスムーズに動かすため、さまざまに改良を加え
て年間のライン停止時間が減ったときは、大き
な喜びを感じたそうです。

をベースに、変化に対応

プロのこだわり

多くの社員が地元住民のため、新工場の場所は旧工場の近くを選
定

手洗い、アルコール噴射を何度か経てたどりつ
いた生産ラインでは、大量のペットボトルがスム
ーズに流れていきます。

中村まり
の
企業探訪
品質管理室の皆さん

プロのこだわり

暮らしや健康に役立つ「清涼飲料」に関する情報をお届けします。

暮 らしに 役 立つ水 選 び

成人男性

成人女性

高齢者

も弱くなり、ウイルスが侵入しや
すくなってしまうのです。
風邪をひいてしまった場合に
も、水分補給は重要です。風邪を
ひいて食欲が減ると、食物からの
水分摂取が減ってしまい、発熱や
下痢、嘔吐などで、いつもより水
分が体外へ排出されることが多く
なるからです。

す。寝ている間には、体からコッ

温調節のために汗をかいていま

なりがちです。しかし、冬でも体

が少なく、水分補給がおろそかに

夏に比べると、冬は汗をかく量

こまめな水分補給で、冬を健康的

ネルギーも同時に摂取できます。

ツドリンクなどを飲むことで、エ

よる発熱症状がある時は、スポー

本は水ですが、運動の後や風邪に

トル必要だといわれています。基

水分補給は、１日に2〜3リッ

プ約１杯分の水分が失われるとい

たけ お

肪がクッションのように厚くなっ

するため、骨盤のまわりの皮下脂

んを守ったり、大切な臓器を保護

を持っているので、お腹の赤ちゃ

やせ型では、やせ型のほうがみず

ことになります。また、肥満型と

す。逆に女性は、脂っぽいという

り男性の方がみずみずしいので

しれませんが、平均的には女性よ

みずしいということも分かりま
す。
成人男性は体の約 %、成人女
性は約 %が水で占められていま
す。体の %が水というのは、ど

すが、水分の割合が多いと、「ド

す。これを「ドリップ」といいま

養分が溶けて流れ出してしまいま

と、細胞膜が破れ、凍っていた栄

温度を上げて冷凍食品を解凍する

でも、体がおしぼりのように湿っ

れが、水分 %のイメージです。

いが、完全に湿っている状態。こ

ポタポタと水が垂れるほどではな

考えてみましょう。おしぼりから

んな感じでしょうか。おしぼりで

トリビア

ていないのは、皮膚などがきちん
と水を抱え込んでいるからです。
では、その水は体のどこにあるの
でしょうか。生物の体は細胞から
できていますが、その細胞の中に
%以上、組織と組織の間に約

%、血液の中に約８%あるとい

われています。

だと伝えられています。

の水は普通の水と異なり、医学的

飲用したことに始まります。鉱泉

ます。真珠入りのブドウ酒は、現

ると、反応して炭酸ガスが発生し

で、ブドウ酒に含まれる酸に溶け

真珠の主成分は炭酸カルシウム

見地から治癒成分が含まれている

在のシャンパンに似た飲み物なの
ではないかと想像されます。真偽
こだわりを持つクレオパトラらし

の程は分かりませんが、美しさに
スイスで始まり、天然鉱泉に似た

表し、初めは発酵ガスを利用して

いう人が、天然炭酸水の研究を発

国人のジョセフ・プリストリーと

れており、幕府の役人が飲んだそ

乗せた船に炭酸レモネードが積ま

年、浦賀沖にやってきたペリーを

たのは江戸時代のこと。1853

炭酸飲料が、日本に伝わってき

い伝説です。

いましたが、石灰石と硫酸との反

うです。

美容と不老長寿の秘薬として飲ん

ブドウ酒に入れて溶かし、それを

味です。クレオパトラは、真珠を

リシャ語で「父の栄光」という意

なみに「クレオパトラ」とは、ギ

トラだという伝説があります。ち

人、古代エジプトの女王クレオパ

を作ったのは、世界三大美女の１

しかし、世界で最初に炭酸飲料

和させる方法を発見しました。

応で得られた炭酸ガスを、水に飽

われました。1772年には、英

ものを人工的に作り出す研究が行

天然鉱泉の研究は、 世紀初め、

ず病人に飲まれていました。

ため、壺に入れて運ばれた後、ま

に、天然に湧き出る鉱泉や温泉を

炭酸飲料は紀元前のローマ時代

クレオパトラは炭酸飲料の生みの親？

ドリンク

は男性です。意外に思われるかも

ずみずしいのです。よって、答え

く筋肉が発達している人の方がみ

〜 %が水ですから、脂肪が少な

水が占めています。脂肪組織は

人体の筋肉組織は、 〜 %を

男性の方が潤っている

リップ」の量も多くなります。

かもしれません。短時間で急激に

部分をイメージしてもらうとよい

身や肉で、脂がのった部分とない

さらに、私たちが食べる魚の刺

があります。

ていて、男性よりも多くの体脂肪

左巻 健男

さ まき

水の健康学─
─男性と女性は、どっちがみずみずしい？

幼児

同志社女子大学 現代社会学部 現代こども学科教授

新生児

人体に占める水の割合

53%

人の体は、年齢によって水の占
める割合が違います。生まれたば
かりの新生児は、約 %が水です
が、成人になると約 %になり、

?%

1949年生まれ。栃木県出身。1975年、東京
学芸大学大学院教育学 研究科理科教育専
攻修了。専門は、理科 教育、科 学・技 術 教
育、環境教育。著書に『入門ビジュアルエコ
ロジー おいしい水 安全な水』
（日本実業
出版社）、
『理科の基礎・基本 おもしろ授
業入門』
（明治図書出版）ほか多数。

60

おじいさん、おばあさんになると
約 %と減っていきます。新生児
の皮膚はみずみずしいのに、おじ
いさんの皮膚がしわしわなのは、
皮膚の細胞に含まれている水の量
が違うからなのです。
では、ここでクイズです。成人

?%
に過ごしましょう。

60

の男性と女性は、体内における水
の占める割合が異なりますが、体
重や身長が同じ場合、どちらが多
いと思いますか？ 個人差があり
ますので、平均を考えてくださ
い。
男性と女性で大きく違うのは、
筋肉と体脂肪の量です。もちろ
ん、平均的には男性の方が筋肉が
多く、体脂肪は少ない。一方、女

ワンポイントアドバイス

性は妊娠と出産という大切な役割

清涼飲料

70%

正しい水分補給で、冬を元気に

77%

われているので、就寝前と起床後
は、コップ１杯分の水を飲みまし
ょう。
寒い季節、猛威をふるうのが、
かないためには、うがいや十分な

風邪やインフルエンザ。風邪をひ
睡眠も必要ですが、喉のうるおい
を保つことも大切な予防対策。な
ぜなら喉が乾燥すると、気道粘膜

55
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全国の中小企業会員の中には、
自治体などと連携して地域独自の清涼飲料を開発して
全国の中小企業会員の中には、
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自治体な
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いる会員社があります。今回は、
佐賀県にある友桝飲料の活動を
ご紹介します。
いる会員社があ
いる会員社があ
ります。
ます。
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今回は、
今回は、
佐賀県にある友桝飲料の活動を
佐賀県にある友桝飲料の活動を
ご紹介し
ご紹介し
ます。
ます。
いる会員社があ
り
今回は、
佐賀県にある友桝飲料の活動を
ご紹介し
ます。

日々の生活のなかで、清涼飲料で

うんぜん

雲仙の歴史や雰囲気を大事にした

長崎県

温｢泉レモネード」

佐賀県で「こどもびいる」や「スワンサイダー」

など、特徴的な清涼飲料を製造・販売している友

桝飲料に、雲仙観光協会から「温泉レモネード」

4

の製造依頼が来たのは、2006年・春のこと

だった。わずか ヶ月という短い開発期間の中

で、友桝飲料は雲仙観光協会や、地元住民らで

つくる「雲仙ブランド委員会」の要求にきめ細

かく対応。明治・大正時代、長崎県で外国人観光

客らに親しまれたラムネ飲料を彷彿させる、
「温泉

レモネード」が完成した。
「温泉レモネード」は、

雲仙島原の天然水と、雲仙産のグリーンレモンを

使用。液糖ではなく砂糖を使っており、昔ながら

のさっぱりとしたレモネードを再現できた。

「温泉レモネード」の開発には、自治体も協力し

ていた。長崎県では、町おこしの支援に力を入れ

「勉強がんばるぞ！」

ており、開発のアドバイス、資金の援助、販路の

お散歩中の休憩でしょうか。犬も満足そうな表情です。

田浦元さん

「雲仙の歴史を活かした
名 物を作るために、友
桝 飲料さんは熱心に取
り組んでくれました。夢
が叶い、感謝しています」

開拓などを行っている。長崎県物産流通推進本部

埼玉県さいたま市 寺村崇さん

雲仙観光協会

ふりかど

「愛犬とのお散歩」

の振角氏は「地元で愛される名産品づくりのお世

「ホッとやすらぐひととき」

話をし、全国に広げていきたい」と語る。

新春号テーマ

地域や自治体とのタイアップで
生まれたオリジナル飲料

日々の生活のなかで、
日々の生活のなかで、
清涼飲料で
清涼飲料で
日々の生活のなかで、
清涼飲料で
清
涼
飲
料
の
あ
る
暮
らし
心も体もほっと癒さ
れるひとときを集めました。
らし
心も体もほっ
心も体もほっ
と癒さ
と癒さ
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れるひと
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きを集めま
を集めま
ときを集めま
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清清
涼涼
飲飲
料料
のの
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るる
暮暮
らし
心も体もほっ
と癒さ
れるひと
と
した。

東京都練馬区 片山信三郎さん
勉強中の娘さんを撮った一枚。疲れ
たらお茶を飲んでがんばれ！

「お茶にシヨー」

レトロなラベルが特徴の
「温泉レモネード」

島を訪れる海水浴客にも
人気の「能古島サイダー」
と「ノコリータ」

大阪府箕面市 ミヨシトシオさん
仲良しの二人がひと休み。飲むタイミングもぴったり
ですね。

能古島

写真募集のお知らせ

福岡

みなさまからの写真を募集しています。春号のテーマも引き続き「ホッとやすらぐひととき」。
家族、友人、イベントなどでの心温まる風景をお送りください。
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-3-3 CMビル3階
（社）全国清涼飲料工業会『清・飲・彩』編集室 投稿写真係
◎締め切り 3月15日（当日消印有効）
◎お問い合わせ先 Tel.03-3270-7300
◎掲載された方にはQUOカード（3,000円）を差し上げます。

「パーティーでの一コマ」

島おこし企画開発商品

福岡県

ノ｢コリータ」

のこのしま

福岡県西区からフェリーで 分。博多湾に浮か

ぶのどかな能古島で、友桝飲料、観光協会、島内

の喫茶店「 noconico cafe
（ノコニコ・カフェ）
」
によるコラボレーションから生まれた柑橘味のサ

イダーが、
昨年販売された。その名も
「ノコリータ」
。

能古島産の夏みかん果汁が使われており、
「能古島

サイダー」とともに、能古うどんや甘夏に続く新

3

か」と企画し、開発に携わった有限会社ウィ

7

ローと縁が深い友桝飲料が、製造を担当した。

昨年 月の発売開始から約 万本出荷され

正解者の中から抽選で3名様に、1,000円分の図書カードをプレゼントしま
す。ハガキに、クイズの答え、住所、氏名、電話番号を明記のうえ、下記の応
募先に送ってください。締め切りは、3月15日（当日消印有効）です。どしどし
応募してね。
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-3-3 CMビル3階
（社）全国清涼飲料工業会 『清・飲・彩』編集室 「冬号」クイズ係

松藤ともみさん
「果汁の割合調整などが
大 変でしたが、販 売箇
所の提供や、開発のバ
ックアップなど、島の特
産品に協力できてうれし
いです」

た「ノコリータ」の成功は、地元と飲料メー

クイズに答えて、図書カードをGETしよう!

能古島観光協会

カーによる緊密な協力が大きい。ウィローの

ヒント 以下のウェブサイトを参考にしてね。
「
（社）全国清涼飲料工業会」http://www.j-sda.or.jp
「PET ボトルリサイクル推進協議会」http://www.petbottle-rec.gr.jp

浅羽社長は「製品化までに苦労することもあ

清涼飲料にまつわるトピックスを、
クイズで出題。
これさえ押さえておけば、
きっとあなたも清涼飲料博士！

しい定番品を目指している。

QUIZ

ったが、観光協会、友桝飲料さんのバックア

19

雲仙市

熊本

宮崎

ップがあったから上手くいった」と成功の秘

A 65.6%
B 52.8%
C 43.7%

大分

友達と一緒のパーティー。楽しそうな
雰囲気が伝わってきます。

日本国内のPETボトル回収
Q. 2005年度の、
率（市町村と事業系を合わせた全体の回収
率）は何％だったでしょう？

佐賀

京都府舞鶴市 二条凛さん

訣を語ってくれた。

めざせ！ 清涼飲料博士

IN

長崎

「ノコリータ」は、
「 noconico cafe
」が「若者に
もなじみやすい、夏のドリンクが作れないだろう

清・飲・クイズ
SEI

友桝飲料

鹿児島

10

ともます

（株）友桝飲料
佐賀県小城市
牛津町牛津834番地
TEL：0952-66-0062
http://www.tomomasu.co.jp

18

整備協会の自販機業界4団体が、
国立科学博物館と共催したもの
で、実機やパネル展示、映像紹介
などにより自販機の歴史と未来を
一般の方にもわかりやすく紹介し
た。

自販機ロケーション大賞発表
自動販売機業界4団体からなる

2006年度版年次報告書の要点
①PETボトルの回収率は昨年を
上回る ・6%を達成し、世界

「PETボトルリサイクル年次
⑤貿易統計のPETくずコード新

%以上と推定

会館で「PETボトルリサイクル
今後の目標としては、以下の2点

月6日、東京大手町の経団連

和」
「楽しさの創造」
「社会貢献」
を引き続き重点課題として提示

今回は、
「 景観や雰囲気との調

た。
本 橋の 国立 科 学 博物 館 産 業技 術
年次報告書2006年度版」の発

72

を選考基準とし、全国から のロ

月 日から 日まで、東京日

自販機月間にちなんで、今年も自

が加速

り、市町村分別収集分で有償化

④PETボトルの市場価値が高ま

に向け自主行動計画を発表

③容リ法見直しを機に、3R推進

発足

体で「3R推進団体連絡会」を

②容器包装に係るリサイクル8団

最高水準をキープ

65

国立科学博物館 産業技術史資

世界最高水準のPET
ボトル回収率を達成

環境
設 に よ り、 実 質 的 な 回 収 率 は

自販機月間実行委員会は、 月の

e n v i r o n m e n t

史資料情報センターで、自販機の

11

報告書記者説明会」を開催

様々な時代の自販機を展示

販機ロケーション大賞を開催し

今年も各地で
自販機月間イベントを
開催

自販機
26

料情報センターで特別展示

10

d i s p e n s e r

17

「 ようこそ ! 自販機ワールド

特別展示を初めて行った。
ョン大賞2点、準ロケーション大

ケーションが推薦され、ロケーシ
した。

刊にともない、記者説明会を開催

①2010年度回収率 %以上

当日は、特別講演2題と、研究
発表 題が発表され、今年の表彰
課題も5題選出された。

特別講演
・
「農水行政における研究開発と企
業の接点─食品機能性研究を例と
して─ 」食品総合研究所 津志田
藤二郎
・
「タンパク質の固体表面への付着
機構と機能制御─ タンパク性汚れ
の付着・洗浄からイムノアッセイ
まで─ 」岡山大学 中西一弘

しきを配布した。

から作られたトートバッグとふろ

示され、出席者にはPETボトル

の原料やリサイクル商品などが展

した。会場内には、PETボトル

64名ものマスコミ関係者が出席

発表は今年で6回目で、今回は、

年から開始したこの年次報告書の

推進協議会。同協議会が2001

成されるPETボトルリサイクル

酒類メーカーなどの業界団体で構

メーカーと、清涼飲料、しょうゆ、

PETボトル容器・樹脂の製造

賞4点が決定した。

33

へ〜自販機産業の過去・現在・未
来」と題したこの展示は、全清飲
と日本自動販売機工業会、日本自
動販売協会、日本自動販売機保安

日本清涼飲料研究会「第 回総
会及び研究発表会」開催

新春の誓いも新たに
業界のさらなる発展を
祈念
「第 回清涼飲料業界新年賀詞
交歓会」開催
1月 日、東京丸の内の東京會
舘において、全清飲主催による、
新年賀詞交歓会を開催した。
第 回目の今回は、会員、賛助
会員、関係団体、マスコミおよび
関係省庁から総勢660名が出席
し、過去最高の盛況となった。

ご発展に全力で協力していきた

ら、「行政の方でも、清飲業界の

水産省総合食料局の岡島局長か

す」との挨拶があり、続いて農林

力していきたいと思っておりま

う、皆様にもご協力いただき、努

に質の高い業界に発展していくよ

全清飲の高梨会長からは「さら

の軽量化3％（2004年度比）

②2010年度ボトル1本あたリ

75

い」とのご祝辞をいただいた。

体裁：A4判144ページ＋参考資料
価格：会員1,500円、会員外3,000円

イベント

ロケーション大賞
「東京パークサイドビル」

清涼飲料総合調査報告書
「食生活における『水』とのかか
わりとミネラルウォーターニーズ
（2006 年度版）」
今年度はミネラルウォーターにつ
いて、水道水の飲用状況や浄水器
の利用などもふくめた幅広い見地
から調査・分析を実施。

e v e n t

ロケーション大賞
「コウノトリ支援自販機」

刊行物

24

10

日本清涼飲料研究会の「第 回
総会及び研究発表会」が、 月

果を発表しながら、情報・意見交

450名が参加し、日頃の研究成

料水に関する研究者・技術者など

館で開催された。今回は、清涼飲

日に東京都千代田区の日本教育会

25

全 清飲の賛助会員に、業界の最新
の情報を提供するセミナー。
日時：3月14日（水）
会場：虎ノ門パストラル（東京）

24

16

16

10

賛助会員セミナー開催

挨拶する全清飲の高梨会長

『日本清涼飲料研究会講演集』
昨年10月に開催した「第16回研究
発表会」の講演集。
体裁：B5判
価格：会員3,000円、会員外5,000円

農林水産省総合食料局の岡島局長

『 ソフトドリンク技 術 資 料 No.150
（2006 年第 3 号）』
清涼飲料に関わる新たな研究成果
をまとめた論文を多数掲載。
体裁：B5判195ページ
価格：会員3,000円、会員外4,500円

換を行った。

業界専門誌の記者を招き、中小企業
が合同で新製品を発表。
日時：3月27日（火）
会場：八重洲富士屋ホテル（東京）

技術
全国の中小企業の若手経営者を対
象に外部講師を招いて講演。
日時：3月13日（火）
会場：八重洲富士屋ホテル（東京）

13

中小企業新製品合同発表会

t e c h n o l o g y

清涼飲料に関する
最新の研究成果を発表

会員等関係者を対象にイベントを
開催します。

20
21

10
中小企業若手経営者研修・交流
会開催

ニュースナビ 2007 Winter

開催案内

清・飲・彩

vol.

WINTER 2007

8

発行日／2007年1月23日 発行／
（社）
全国清涼飲料工業会

山根一眞

宇宙で清涼飲料水を飲むということは？
第1回

今から数年前、商品の販売キャ

た。5人の当選者が体験できる宇

ンペーンに「宇宙旅行」が使われ

宙旅行は、小型のロケット宇宙船

で高度100キロまで上昇し、5

分で戻ってくる「宇宙弾道飛行」

と呼ぶ超ミニツアーだった。無重

力体験は、2分半だけだ。もっと

も「当選者が宇宙へ出発」という

報道はなかったので、旅行代金が

贈られたのではないかと思う。

しかし、こういうミニ宇宙ツア

ー用の宇宙船開発は数社が競って

おり、実現は間近だ。日本の旅行

会社JTBも、「宇宙弾道飛行」を

万2000ドル（約1200万

24

となのである。

る体験も、とんでもなく大変なこ

地球なら100円ちょっとででき

世界。清涼飲料水を飲むという、

が、宇宙は地球とまったく異なる

宇宙旅行はカネ次第の時代だ

ができる。

ツアーも約 億円で参加すること

ステーションを訪問する1週間の

円）で売り出しており、国際宇宙

10

〒103 ー0022 東京都中央区日本橋室町3 ー3 ー3（CMビル3階） TEL 03 ー3270 ー7300
（代）

ノンフィクション作家・宇宙航空研究開発機構嘱託
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