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歴史をたどり、
未来を語る

!

「清 飲 彩」はW eb、モバイルでもご覧いただけます

CONTENTS

1955-1964年 外資系飲料の上陸
1965-1974年 缶コーヒー、缶自販機の登場
時代を映すこの出来事

時代を映すこの出来事

時代を映すこの出来事

よりお礼を申しあげます。
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日本の清涼飲料は、慶応元年（1865）に長崎で生

10

産されたのが始まりといわれており、これから数える
と今年は 150 年となります。戦前は「ラムネ」や「サ
イダー」が主流でしたが、戦後、海外から本格的な

12

「果実飲料」や「コーラ飲料」が上陸。これを契機に

14

商品、容器、販路と多様化が進み、環境対応など課題

16

解決にも全力で取り組んだ結果、現在の清涼飲料業界

缶コーヒー、最大の激戦区へ／環境対応が本格化／
すべての渇きにスポーツドリンク／リーフに代わった茶系飲料／自販機の進化

1995-2004年 環境対応が加速
2005-2014年 自販機対応が加速

に会員企業の努力と関係する業界、そして行政や関係
団体など業界を囲むみなさまのご支援の賜物です。心
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全清飲発足／全清飲のルーツは課税反対／栄養ドリンク、缶コーヒー／
「昭和の黒船」
コーラ飲料／果実飲料が生活水準の向上とともに増加

1975-1984年 容器の多様化
1985-1994年 ジャンルの多様化

団法人となって 60 周年を迎えました。これもひとえ

は、食品産業の中で最も大きな市場を誇るまでに成長
してきました。
18

全清飲は、この清涼飲料業界を代表する業界団体と

20

して、公共の利益と調和のとれた業界の発展、品質の

22

向上と安全の確保、健全な消費のための正しい知識の

備蓄も定着したミネラルウォーター／ブームの連鎖で市場拡大／
生き残りかけグループ再編／事故防止へマニュアル作成

60

周年を迎えて

全清飲が歩んだ60年

4

潤い・いやし・爽快・楽しさ
そして命の
﹁水﹂⁝
清涼飲料の深化へ

一般社団法人全国清涼飲料工業会（全清飲）は、社

清涼飲料は、いつも時代と共に

啓発普及を活動理念に事業を展開してきましたが、業
界発展にあわせて役割や使命が一層高まっているので

あのとき業界は

24

はないかと感じています。
清涼飲料は、日常生活においては消費者に潤い・い

2006年 容器リサイクル法の見直し

25

やし・爽快・楽しさを感じていただける嗜好品ですが、

2011年 東日本大震災津波
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2011年3月11日の東日本大震災津波直後、人々の命を

2014年 消費税8%へ増税

27

救うという真の意味で「命綱」となったのは、
「水」
と「電気」でした。私は、被災地である岩手県で清涼

清涼飲料業界

直近10年の動向

28

飲料業を経営する人間としての使命感と飲料ビジネス
における社会貢献の大きな可能性を、この時ほど強く
感じたことはありません。

マーケット拡大と構造変化

28

環境問題

30

清涼飲料は、厳しい市場環境の中で、会員各社の切

自販機対応

31

磋琢磨による商品開発やマーケティング活動によって、

安全・安心・食品表示

32

右肩上がりに市場規模を拡大し続けています。この勢

中小企業支援

33

広報対応

33

いをみなさまとともに続けていき、次なるステージを
切り拓き深化を達成していきたいと思います。
創立 60 周年を迎え、業界の取り組みを振り返ると
ともに、未来への一助になればと小冊子を編纂しまし

60周年記念座談会

「変革」
を生み出せ！
未来へのディスカッション

03

表現について：小冊では
「東日本大震災津波」
と記しております。地震に加え、津波の被害が甚大であったことを伝え、残していきたいとの想いからです。

た。清涼飲料業界内外のみなさまには広くご高覧のう
え、清涼飲料の歴史に一層のご理解をいただき、さら
34

なる業界発展への糧となれば幸いに存じます。

一般社団法人 全国清涼飲料工業会

会長

や

む ら

く に

ひ さ

谷村邦久

これまで清涼飲料業界がたどってきた歴史をまとめました。

グラフの通り、1955年から2014年の60年間で清涼飲料水の生産量は約60倍に増えています。

•アメリカのペリー提督が浦賀に来航︑
炭酸飲料﹁レモネード﹂
を幕府の役人に飲ませた

清涼飲料業界の前史

社団法人として全清飲が活動を始めてから60年─。
•長崎の藤瀬半兵衛がレモネードを
﹁レモン水﹂
と名付けて
売り出したといわれており︑これが国産第 号

•横浜で英国人ノース＆レー商会が
﹁レモネード﹂
﹁ジンジャーエール﹂
の製造販売

1

•天然鉱泉﹁平野水﹂
︵現三ツ矢サイダー︶誕生

•内務省﹁清涼飲料水営業取締規則﹂公布

•全清飲の前身母体である
全国清涼飲料水同業組合が設立

•日本初の乳酸菌飲料﹁カルピス﹂発売

•清涼飲料水税法公布

•戦時立法として物品税公布︑
清涼飲料水に課税︵移出金額の ％︶

•日本清涼飲料工業組合連合会設立

10

•日本清涼飲料工業組合連合会︑
全国清涼飲料工業統制組合に組織替え

•戦災で1722工場罹災︑468工場残存

•清涼飲料水税︑550円／180ℓ︵ 石当たり︶

•食品衛生法公布

•全国清涼飲料工業協同組合連合会設立
•清涼飲料工業会︵任意団体︶発足
•食品衛生法施行

•中小企業等協同組合法公布

•清涼飲料水税9500円／180ℓ︑史上最高の課税

1

•清涼飲料水製造の免許制撤廃

•清涼飲料水税廃止︑物品税に移行︑
5000円／180ℓに減税
•計量法施行

•清涼飲料水製造業︑中小企業安定法に業種指定

•物品税証紙制度導入

•外国飲料輸入反対運動起こる
•︵社︶
日本果汁協会︑ 社で発足
※社名は当時のもの

清涼飲料は、いつも時代とともに

年
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清涼飲料水の総生産量の推移

※全国清涼飲料工業会統計資料による

500万

全 清 飲の取 り 組 み
•全国清涼飲料工業会︵全清飲︶
は
月 日に社団法人の認可を受ける
︵事務所は東京都中央区︶
の定義制定
•﹁清涼飲料水﹂
•全国清涼飲料協同組合連合会︵清協連︶設立
•コカ·コーラ原液輸入反対を関係当局に陳情
•業界不況で生産·出荷制限のための
中小企業安定法 条発動要請
•ラムネ製造業生産設備制限規則制定
•中小企業安定法 条に基づく
ラムネの設備制限命令発動

•清涼飲料水物品税の減税について
衆議院大蔵委員会に陳情

•東京都文京区︵清涼飲料会館︶
に事務所を移転
•全 国 清 涼 飲 料 調 整 組 合 連 合 会 ︑
全国清涼飲料工業組合連合会︵清工連︶
に
組織替え
•清涼飲料水物品税の減廃を国会へ陳情

•ラムネ設備制限に続き出荷数量の制限施行
•コーラ飲料の販売箇所追加承認に関し︑
農林省︑食糧庁に対して反対の要望書を提出

清 涼 飲 料 業 界の出 来 事
•チクロ︑食品添加物として使用認可
•かんきつ類の日本農林規格
︵JAS︶制定

万ドル決定︶

•物品税法施行規則一部改正︑果実蜜等免税に
•参議院でコーラ問題質疑

•コーラ原液の初の本格的輸入外貨割当
︵
•星崎電機︑国産初の
カップ式自動販売機
︵自販機︶
を開発︒
果実フレーバー系飲料を 円で販売

•
﹁コカ·コーラ﹂
﹁ペプシコーラ﹂﹁バヤリース﹂
など︑
原液輸入が内定︒販売先︑販売方法などを限定して許可
•日本で
﹁コカ·コーラ﹂︵東京飲料︵株︶︶
製造開始
•食品衛生法一部改正︑食品添加物の定義明確に
•ポリエチレン容器︑
清涼飲料水の容器として例外承認

•中小企業安定法廃止︑
中小企業団体の組織に関する法律施行
•﹁ファンタ﹂︵東京飲料
︵株︶
︶
発売

•計量法施行に伴い︑尺貫法からメートル法に変更
•物品税法改正︑ラムネ無税
︵非課税︶
に
•ポリエチレン容器︑清涼飲料水容器として正式承認
•
﹁ペプシコーラ﹂︵日本飲料
︵株︶
︶
発売
•粉末ジュース大人気

•民間用コーラ飲料の販売条件解除
•外資系飲料に対抗し︑組合会員を中心に
中小企業統一商標
﹁コアップ·ガラナ﹂
発売

•カップ式自販機の取り扱い基準告示される
•果肉飲料
﹁ネクター﹂︵明治製菓
︵株︶
︶
発売

社 会の出 来 事
•白黒
 テレビ·冷蔵庫·洗濯機の三つの家電が
三種の神器に
•石原
 慎太郎が小説﹁太陽の季節﹂発表
•農林省︑コメの収穫
7903万石で︑
史上最高と発表

•経済
 白書﹁もはや戦後ではない﹂
•日本住宅公団で初の入居者募集
•大消
 費時代突入
•缶詰
 輸出は1000万ケースを突破し︑
戦前·戦後を通じ新記録

•東海
 村の日本原子力研究所原子炉に
日本初の原子の灯
•東京の人口850万人で世界一となる
•大栄薬品工業︵現︵株︶
ダイエー︶創立

• 万
 円札誕生

•日本
 セルフ·サービス協会発足
•イン
﹁チキンラーメン﹂
を
 スタントラーメン
日清食品︵株︶
が初めて発売︑小売 円
•地上
 333mの
東京タワーが完成

局カラーテレビ本放送開始
•日本
 スーパーマーケット協会発足
︵ 社加盟︶

•NHK他

•東京オリンピック招致決定

•皇太子ご成婚

•丸の
 内に初の有料駐車場
•テレビ受信台数300万台を突破

•南極の樺太犬︑タロとジロの生存が話題に

35
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•丸井
 ︑クレジットカードを発行
•新日
 米安全保障条約締結

•第 代米大統領にケネディ就任
•ビー
 ル輸入自由化

•初の
 粉末クリーム登場︵森永乳業︵株︶︶
•イン
 スタントコーヒー︑
大豆等 品目が輸入自由化

•噴水式ジュース自販機が導入され︑
ブームとなる

•初の
 有人宇宙飛行﹁地球は青かった﹂

•東京
 の人口1000万人突破
•
﹁東 洋の魔女﹂
バレーボールチーム︑
ソ連を倒し 連勝

•テレ
 ビ受信契約数1000万台突破

•清涼飲料製造100周年
︵1865年に長崎で
﹁レモン水﹂
が製造販売されたと
いわれているのを起源としている︶

•
﹁コカ·コーラ﹂
﹁ペプシコーラ﹂
相次いで大型びん
︵500㎖︶
発売

•中小企業業種別振興法︑清涼飲料水製造業を指定

•ラムネの生産設備出荷制限の農林省令制定

•食糧加工砂糖実需者協議会が
自民党に糖価引き下げを陳情

•コカ·コーラシステム︑
びん自販機を市場導入

•不当景品類及び
不当表示防止法公布

•物品税法改正︑乳酸飲料非課税となり︑
果実飲料の果汁含有率 ％以上は免税︑
％以上は ％課税

•りんご·ぶどう·パインアップル果実飲料のJAS制定

•コーラ飲料の原料輸入が
自動承認制となり完全自由化

8

•物品税改正案中の嗜好飲料の税率について︑
国会と関係官庁に陳情

•全国清涼飲料研究会設立

•砂糖輸入関税引き上げ反対を自民党政調会長に陳情
•実施期限の切れるラムネの生産設備の制限および
出荷数量の制限に関する命令の発動を農林大臣に要望
•物品税法における嗜好飲料︑清涼飲料水の廃税に関する陳情書を︑
全清飲︑果汁協会︑缶詰協会︑果汁農協連の連名で提出

•果実飲料JASの登録格付機関となる
•全 国 清 涼 飲 料 研 究 会 監 修
﹁ソフトドリンクス清涼飲料ハンドブック﹂
刊行

•物品税の廃税について︑品種間における不均衡を訴え︑
大蔵省をはじめ関係官庁および
各政党︑税制調査会等へ陳情

1

20

10

45

•原研
 初の原子炉から原子力発電
•﹁ケ ネディ大統領ダラスで暗殺﹂
初の日米衛星テレビ中継
•テレ
﹁鉄腕アトム﹂
放送開始
 ビアニメ
•日本
 最大のアーチ式ダム黒四ダム完成

•自由化で輸入急増
•海外観光500ドルの範囲で自由化

•東海道新幹線︵東京│新大阪︶
が開業
•ビー
 ル︑酒類全面的自由価格となる
︵酒類の基準価格廃止︶
•東京オリンピック
︵ 月 日〜 日︶

06
※社名は当時のもの
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当時の検査の様子
会場の様子

91

24

﹁伸びゆく清涼飲料の機械資材展﹂
•
および
﹁清涼飲料講習会﹂
を
東京の台東体育館で開催︵ 月 日〜 日︶︒
同年 月 日〜 日大阪で開催
28

9

10

•賛助会員制度導入

27

5

陳情の様子
当時の会員名簿

4

•全 国 清 涼 飲 料 研 究 会 解 散

2

25

東京清涼飲料水同業
組合事務所
（1940年
に新設）
に同居
清涼飲料会館は66
坪、建坪35坪、鉄筋
３階建て。大きな会
議室もあった

29

29
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35
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1955
1960

8

12

（昭和30年）

1956
1957
1958
1959
（昭和35年）

1961
1962
1963
1964

1955-1964

年

［外資系飲料の上陸］

全清飲が歩んだ60年

全 清 飲の取 り 組 み
•清涼飲料製造100周年記念式典を
開催︵ホテル高輪︶
全清飲が主催︑農林省︑厚生省が後援

•既製自販機に使えない白銅貨︵新100円および 円硬貨︶
への
切り替え反対を︑大蔵省等に陳情

※

•全国清涼飲料 団体︑外務省等 省庁に︑
資本の自由化とシャンパンの名称使用禁止反対陳情
•清涼飲料業者全国大会において資本自由化反対決議を行い︑
関係方面に陳情
•全清飲を含む 団体が︑
物品税軽減に関する陳情書を提出

農林大臣賞を
受ける小池理事長
※全国清涼飲料工業会︑全国清涼飲料工業組合連合会︑全国清涼飲料協同組合連合会

•全国清涼飲料講習会を 回開催︑
販売戦略︑流通機構の改善を講義
•全 国 清 涼 飲 料 団 体 ︑
外国系飲料阻止を関係官庁に陳情

﹁コカ·コーラ﹂﹁ペプシコーラ﹂
の
•
市場独占阻止全国大会が中止され︑交渉で解決に
•全国ソフトシャンパン協会設立
•果汁協会︑缶詰協会は果汁100％以外のものには
ジュースの名称を使わないことを決定

•農林省へ申請のオレンジ濃縮果汁の緊急輸入
300トンに決定

清 涼 飲 料 業 界の出 来 事
•農林省の食糧庁長官︑
﹁コカ·コーラ﹂﹁ペプシコーラ﹂
に対し︑
国内業者との協調を要望
•初の炭酸栄養ドリンク
﹁オロナミンCドリンク﹂︵大塚製薬︵株︶︶
発売
•砂糖価格安定法成立
•日本コアップ·ガラナ
︵株︶
設立
•初の缶入り炭酸飲料
﹁コカ·コーラ﹂250㎖発売
︵コカ·コーラシステム︶
•物品税法改正︒JASマークを付した果実飲料は非課税︑
炭酸飲料とその他は蔵出し価格の ％に課税
•厚生省︑王冠の代わりに
キャップの使用を認可
Ｐ·Ｐ
︵Pilfer Proof︶
•フランス大使館︑原産地虚偽表示防止のマドリッド協定に基づき︑
シャンパン表示の禁止を外務省を通じ申し入れ︒
﹁シャンペンサイダー﹂
や
﹁ソフト·シャンパン﹂
がこれに該当
•人工甘味料のズルチン使用禁止
•合成レモンの表示に関する公正競争規約認定︑告示
•清涼飲料水製造業︑
中小企業近代化促進法の指定業種となる
•缶入り飲料にプルトップが開発され︑
第 弾として
﹁コカ·コーラ﹂
が採用
•猛暑で飲料の需要急増︒びんの供給不足が問題に
•中小企業団体法によるラムネの出荷数量制限
年 ケ月ぶりに解除︑ただし生産設備の制限続く
•消費者保護基本法公布
•果実飲料のJAS改正︑濃縮還元を天然果汁として認める
•各地で
﹁コカ·コーラ﹂
﹁ペプシコーラ﹂
の
市場独占阻止運動起こる

•世界初の缶入りコーヒー飲料
︵UCC上島珈琲
︵株︶
︶
開発
•チクロを食品添加物の指定から削除︑
チクロを使用した清涼飲料水は
翌年 月末をもって販売禁止

•果実飲料のJAS改正
•農林省︑果実飲料缶詰のスズ溶出の防止対策の強化を指示
•水質汚濁防止法成立
•廃棄物の処理及び清掃に関する法律成立

社 会の出 来 事
•中国︑文化大革命始まる

•東京八重洲地下街オープン
•いざ
 なぎ景気︵ 年 月まで ケ月続いた
高度経済成長時代の好景気︶

•ソ連
 のルナ 号月面軟着陸に成功
•ビー
 トルズが来日︑日本武道館で公演

•EC
 ︵ヨーロッパ共同体︶加盟 ケ国で発足

•GN
 P世界第

•AS
 EAN︵東南アジア諸国連合︶発足
•吉田
 元首相死去 歳︑戦後初の国葬
位に

•三億
 円事件︑
東京府中市で起こる
•ポケ
 ットベル登場
•郵便
 番号制開始
•日本
 最初の超高層ビル
﹁霞ヶ関ビル﹂
竣工

•世界
 初のレトルトカレー
﹁ボンカレー﹂︵大塚食品工業︵株︶︶発売

•東大安田講堂事件
•米ア
 ポロ 号が月面着陸に成功

•日本
 初の原子力船﹁むつ﹂進水
•カラ
 ーテレビ購入率が白黒テレビを上回る

•国産初の人工衛星﹁おおすみ﹂打ち上げ成功
•大阪万博
︵日本万国博覧会︶開催

•沖縄返還協定の調印式
•日本マクドナルドが銀座に第

•缶飲料の自販機を市場に導入

•日清食品︵株︶
が
﹁カップヌードル﹂発売

号店開店

•食品産業センターが 月と 月に︑
ジュース缶詰等の缶内面異常腐食防止の研修会開催

•中国からパンダが贈呈

•グァム島で横井元日本兵

•札幌冬季オリンピック
︵

•果実飲料等の表示に関する公正競争規約認定︑告示
•レモネード︑アルコールを含有しない飲料のもと等
輸入自由化
•炭酸飲料破びん事故多発︑業界︑防止対応策を強化
•果実飲料︑炭酸飲料の品質表示基準制定

•日本ミネラルウォーター協会設立
•空き缶等による散乱問題の論議始まる

•原油
 価格引き上げ第
次ベビーブーム

月 日〜 日︶
年ぶりに発見

次オイルショック

•セブ
 ンイレブン 号店オープン
︵東京·深川︶

•オイ
 ルショックによる緊急対策で
通産省が小売価格を凍結︑
対象は159品目に

•政府が
﹁石油緊急対策﹂
を決定
オイルショックに伴い石油·電力の節減へ

•FAX全国サービス開始

•第

13

•
﹁ソフト·ドリンク技術資料﹂創刊

57

6

1

3

•農林省による︑
コカ·コーラ︑ペプシコーラと
全清飲との調停成立

7

•連合
 赤軍による浅間山荘事件

28

•ペプシコーラボトラーズ協会が加入
•日本コカ·コーラボトラーズ協会︵現コカ·コーラ協会︶
が加入

•オール·アルミニウム缶回収協会
︵現
﹁アルミ缶リサイクル協会﹂
︶
設立
•あき缶処理対策協会
︵現
﹁スチール缶リサイクル協会﹂
︶
設立
•無果汁の清涼飲料水等についての表示︑
公正取引委員会が告示
•食品容器環境美化協議会
︵現
﹁
︵公社︶
食品容器環境美化協会﹂
︶設立
•
︵株︶
ポッカコーポレーションと自販機メーカーが︑
ホット コールド切替式自販機を共同開発し︑展開

•炭酸飲料用ガラスびんに日本工業規格
︵JIS︶
制定
•炭酸飲料のJAS制定
•家庭向け高級果汁飲料
﹁オレンジ ﹂
︵︵株︶
サントリー︶
発売
翌年400㎖びんのダブルサイズを上市して大ヒット
•ホット＆コールド併売式自販機開発
•オイルショックによる経済混乱で清涼飲料水需要減退

2

1

•全国ソフトシャンパン協同組合
︵現﹁全国シャンメリー協同組合﹂
1974年に名称変更︶
創立︑
﹁シャンメリー﹂商標登録を出願︵ 年に登録許可︶

•飲料類に対する物品税の減免に関する陳情書を提出
•JAS認定·承認工場品質管理者の研修会を開催
•政府の電力·石油の節減要請を受け︑
生産·配送などに支障が生じるため陳情

﹁石油·電力の使用削減﹂
の協力依頼
•農林大臣より
会員へ周知徹底

9

11

50

•飲料類に対する物品税の減免に関する陳情書を提出

70

89

3
1

3

08
※社名は当時のもの

09

2

2

2

1

10

1

or

6

76

8

3

14

1965
1970

3

（昭和40年）

1966
1967
1968
1969
（昭和45年）

1971
1972
1973
1974

5

50

1965-1974

年

［缶コーヒー、缶自販機の登場］

全清飲が歩んだ60年

あの頃の全清飲
1965 年 5 月10 日、
「清涼飲料製造 100 周年記念式」
（主催：全清飲、後援：農林省、厚生省）をホテル
高輪で開催。この 100 年は 1865 年に長崎で外国人
からレモネードの製法を習い「レモン水」と名付け
て売り出したといわれているのを起源として刻んで
いる。当時の会員数は企業会員が 44、組合会員も
44（傘下企業 617 社）
、賛助会員 90 社だった。

1956年、経済白書は
「もはや戦後ではない」
と復興を宣言し、白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫の
「三種の神器」
が普及。経済は急激に成長し、パンや冷たい飲料といった新たな食習慣が定着
していきました。スーパーマーケットの登場による流通革命、東京五輪や大阪万博の開催など、
活気に満ちた時代の次にやってきたもの。それは、1973年のオイルショックでした。
執筆／金井順一

「昭和の黒船」
コーラ飲料上陸
資本力を活かし業界成長を牽引

全清飲のルーツは課税反対
消費税導入まで続いた

時代を映す
この出来事

1955 -1974 年

戦後、市場経済への移行期
中小など46組合で「全清飲」発足

ルートセールスの模様。

「昭

年代前半まで同グループの主流だった。

全

和の黒船」といわれたコー

も上陸。60年中小飲料会社も統一商標

ラ飲料。戦後、駐留軍とと

の「コアップ・ガラナ」で応戦した。

もに上陸、その後米軍向け

「コカ·コーラ」や「ペプシコーラ」の

システムの現地主義で、清涼飲料業界

に「コカ·コーラ」の製造がスタートし

資本力を活かした販売攻勢や大規模宣

を取り巻く関連産業、製造設備や原材

たが、外貨割当により外国人向けに限

伝広告などに対して、中小飲料会社が

料であるびん・王冠・缶などの包装資

が主流だった明治時代。大正時代には「サイダー」も発

認可を受け再スタート。当時の理事長、西田儀八氏は設立の功労

られていた。

団結し反対運動を展開。農林省（現農

材、配送器具、販売機材などの産業を

売され、日本人の生活に清涼飲料が浸透し始めた矢先の

者で、理事は20名で構成。会員名簿には中小の都道府県の組合

ラムネを主体とする中小組合会員は

林水産省）による調停で和解したのは

発展させた。現在の清涼飲料業界へと

17年に第1次世界大戦の財源にあてたいと、清涼飲料水

が北海道から鹿児島までの46組合と記載され（58年の資料には

外資系の参入に危機感をいだいていた

71年であった。
「コカ·コーラ」の普及

つながる契機となったといえる。

（炭酸飲料）の課税問題が帝国議会で取り上げられた。

全国に2363社あったと記録されているが、55年当時の社数は不

さらに特筆すべきことはコカ·コーラ

清飲の前身は1918年11月10日に日本初の清
涼飲料業界の全国団体として「全国清涼飲
料水同業組合」が誕生したことに遡る。

創成期の清涼飲料といえば「ラムネ」
（レモネード）

年前の1955年（昭和30年）4月8日、全国清涼飲料

60

工業会（以下、全清飲）は社団法人の認可を受けた。
戦後、世の中が国の統制する経済から「業界それぞ

れの自由な意思に基づく」市場経済へと変わる中で、社団法人の

が、一方で「コカ·コーラ」に刺激され

にはビジネス上の特徴が見逃せない。

62年に日本市場で初めてのびん自販

全国清涼飲料課税反対同盟を決起して課税反対運動を

明）
、大手では日本麦酒、朝日麦酒、麒麟麦酒、明治製菓、森永

国産コーラ飲料が百数社から販売され

日本コカ・コーラが原液供給、製品の

機をコカ·コーラシステムが導入。また

起こし、翌年11月に全国の業者が集結して全国清涼飲

製菓が加盟していた。

ていた。「コカ·コーラ」は1957年に本

企画開発およびマーケティングを担当

65年には炭酸飲料として初めて「コカ·

料水同業組合を設立した。これが全清飲の前身である。

現在、全清飲の運営は運営委員会などの委員会活動が中心と

格的に上陸。民間用は60年の原液の輸

し、製品の製造販売は地域ごとのボト

コーラ」の缶容器も商品化。このとき

25年に再び清涼飲料水税の創設問題が浮上し、課税

なっているが、この体制になったのは1976年頃からで、2012年

入量や販売場所の規制、マスメディア

リング会社が行うというビジネスモデ

には「飲み口」がなく、67年にプルトッ

反対運動にもかかわらず26年若槻内閣によって帝国議

への宣伝禁止などの規制が取り払われ

ルは、当時としては革新的。直販のル

た以降であり、59年に「ペプシコーラ」

ートセールスは大手流通が台頭する90

プが開発され、第1弾としての採用も
「コカ·コーラ」だった。

会を通過し、清涼飲料水税法が公布された。以降、清
涼飲料水税（後の物品税）の税率をめぐり政府と業界と

から一般社団法人に移行している。
2015年4月現在48会員で94社、中小会員は28組合241社。64
年にスタートした賛助会員は106社となっている。

の長い論戦（陳情活動）が続く。
当初の清涼飲料水税の税額は売上の約10％に相当し

果実飲料が生活水準の向上とともに増加
輸入自由化から成長軌道歩む

果

11

たが、太平洋戦争（第2次世界大戦）の開始以後、増額
200万㎘に達し、ついに92年にオレン
ジ果汁の輸入が完全に自由化された。
オレンジをはじめとしたかんきつ果汁
の自由化は、86年の日米間のいわゆる

実飲料は、炭酸飲料に対峙

「天然オレンジジュース」が発売された。 「牛肉オレンジ交渉」で解決しなかった

して登場。第2次世界大戦

果実飲料は無果汁に近いものから、天

ため、米国はGATTへ提訴し、輸入制限

後アメリカから移入された

然果汁のような果汁含有率100％のもの

は違反と裁定された。これを受けて88

ソフトドリンクを国産化したことから始

まで多岐にわたるが、果実飲料の発売当

年、日米交渉においてオレンジ果汁の

されて44年には売上の60％を占めるまでになっていた。
49年のシャウプ勧告による税制改革で清涼飲料水税
が廃止（50年）
、物品税に統合された。59年の物品税改

多様化時代へ大きな転機に
栄養ドリンク、世界初の缶コーヒー

正により中小企業にとって悲願だったラムネ、タンク詰
ソーダ水は無税となったが、一方で新たにコーヒーシロ
ップ・紅茶シロップが課税された。66年には炭酸飲料に
対する課税が従量税から従価税に変更されたものの、
税そのものは依然継続。結局、物品税は89年（平成元
年）の消費税導入まで続いた。

戦

後から1970年代までは炭酸飲料と果実飲料が成長を
担ったが、80年代から業界は多様化の道を歩み始めた。
その走りが大塚製薬の炭酸栄養ドリンク「オロナミン

Cドリンク」と、UCC上島珈琲による世界初の缶コーヒー「UCC

まる。ミカン果汁が圧倒的な比率を占

初は、果汁不足から果汁分の少ない低

輸入自由化を4年後の92年に実施するこ

めていたが1947年に食品衛生法が改正。

果汁がほとんどだった。だが、所得増加

とで合意した。これを契機に大手飲料

コーヒーミルク入り」である。
輸液事業に次いで飲料に参入した大塚製薬は65年、爽やかな

翌年、食品衛生法施行規則が制定され、

に伴う生活水準の向上とともに、より高

メーカーが新会社を設立するなど本腰

炭酸による栄養ドリンクという発想から「オロナミンCドリンク」

新たな表示義務や成分規格が明確化し

品質な果実飲料の需要が高まっていった。

となり、積極的なマーティング活動を展

を生んだ。従来のドリンク剤は医薬部外品として扱われ、薬店・

たことにより混濁ジュースの生産が可

1970 〜 80年代は、天然果汁、果汁

開。しかし急激に円高が進み、大手流

薬局で売られていたが、
「オロナミンCドリンク」は一般的な小売

能となった。
「コカ・コーラ」の本格上

含有率の高いネクターや果粒入り果実

通が低価格を売りにしたPBで参戦。価

店で発売。その後、他社も追随して新カテゴリーを創出した。缶

陸 6 年前の 51年、果実飲料の草分け

飲料（つぶつぶ）などが台頭して消費

格訴求が顕著な市場となってしまった。

コーヒーは69年にUCCが世界初の缶コーヒー「UCCコーヒーミ

「バヤリースオレンジ」が発売され、続

量を伸ばしたが、オレンジ果汁の輸入

現在の果実飲料の需要は堅調なもの

ルク入り」を開発したのが最初。業界成長の歴史は新カテゴリー

いて52年「リボンジュース」
、54年「キ

自由化後は海外産の原料果汁への依存

の、果汁原料価格や為替で安定しない

リンジュース」と矢継ぎ早に登場。同

度が高くなっていった。その結果、
75年

ことから、メーカーは優先順位をやや

年日本初の缶飲料として明治製菓から

の生産量は100万㎘、85年には倍増の

低く位置づけている。

※社名は当時のもの

創出の歴史ともいえる。
清涼飲料水物品税の撤廃を求めた臨時総会。
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全 清 飲の取 り 組 み
•事業所税非課税を要望
•物品税の減免を請願

清 涼 飲 料 業 界の出 来 事
•︵財︶
日本炭酸飲料検査協会
︵炭酸検︶
設立︒
炭酸飲料のJAS登録格付機関および
消安法
︵消費生活用製品安全法︶
による︑
びんの安全性の指定検査機関となる

省庁︑自販機に統一ステッカー貼付指導

•計量法施行令の改正公布により︑正味量を表記すべき
商品として︑乳酸を含有する清涼飲料水︑
炭酸飲料
︵ラムネを除く︶
︑野菜ジュース︑果実飲料が指定される
•農林省等

•ぶどう糖果糖液糖等異性化液糖のJAS制定

社 会の出 来 事
•ベト
 ナム戦争終結

•天皇
 ·皇后︑初の訪米
•山陽新幹線岡山︱博多間開業︑
東京︱博多を 時間 分で結ぶ
56

•ダイ
︵ローソン︶
 エーがコンビニエンスストア
第 号店オープン

•東急ハンズ 号店オープン
︵藤沢市︶
•ロッ
 キード事件

•日本
 で初の五つ子ちゃん誕生
•大和運輸︵現ヤマト運輸︵株︶︶宅急便開始

1

•
﹁清涼飲料関係統計資料﹂
を発刊
•全清飲︑全国清涼飲料工業組合連合会︑
全国清涼飲料協同組合連合会の全国清涼飲料三団体は
﹁ 周年記念功労者表彰﹂
を開催︵文京区民センターにて︶

•輸入果汁に関して陳情
•炭酸飲料製造流通基準を通達
︵農林省︶

年ぶりに清涼飲料の値上げ︑ 月頃にかけて相次ぐ

•自販機据付基準のJIS制定

•

•果実飲料︑炭酸飲料のJAS︑
品質表示基準に製造年月日の 桁表示を追加改正
•初のスポーツドリンク
﹁ポカリスエット﹂︵大塚製薬
︵株︶
︶
発売
•初のウーロン茶飲料
︵
︵株︶
伊藤園︶
発売
•果粒入り飲料伸張

•空き缶美化
︵散乱防止︶
統一美化マーク︑缶への印刷強化推進
•京都市で空き缶条例制定
•豆乳︑調整豆乳および豆乳飲料のJAS︑
品質表示基準制定
•日本コーヒー飲料協会設立
•関東近辺 都 県の知事会︑
飲料容器デポジット案検討の結果︑見送りを決定

•食品衛生法施行規則等が改正︑
清涼飲料水容器としてのペットボトル使用を認可

•栄養ドリンクのアルコール含有問題発生し︑
各地の消費者センター︑
清涼飲料のアルコール分試買テスト実施
•清涼飲料の自販機︑200万台を超える

•﹁大 規模小売店舗法﹂改正施行︑
売場面積500㎡まで規制対象に
•第 次オイルショック

• 杯
 150円のドトールコーヒー
原宿に開店

名が初来日︑

• 月
 ︑1905年以来の冷夏
•東京
 ·原宿の歩行者天国で踊る
﹁竹の子族﹂
が出現

•中国残留日本人孤児
肉親探し
•
﹁な め猫﹂
がブームに

•東北
 新幹線︑大宮︱盛岡間開業

•全国
 スーパーマーケット協会設立

•上越
 新幹線︑大宮︱新潟間開業
•テレ
 ホンカード使用開始

品目︑関税引き下げ

•NH
 K衛星テレビ放送開始
•日本
 の平均寿命︑
男女とも世界一と厚生省が発表

•おし
 んブーム
•チョ
 コレート等

号店

•米国
 が中国との国交回復
•国公
 立大学の入学試験で初めての共通一次試
験実施

•日中
 平和友好条約調印
•平均
︵男72·69歳︶
 寿命男子世界一になる

•農林水産省発足

•日本
︵ダッカ事件︶
 赤軍ハイジャック
•王貞治選手︑世界最多の
756号ホームラン

•中国︑文化大革命の終結宣言

1

﹁日本清涼飲料史﹂発刊
•
︵︵社︶東京清涼飲料協会︶

•飲料類の物品税で要望

•コーヒー飲料等︑はっ酵乳酸菌飲料︑殺菌乳酸菌飲料の
表示に関する公正競争規約認定︑告示

•食品衛生法に基づく表示指導要領全面改正︑
製造年月日に 桁表示加える

•エネルギーの利用の合理化に関する法律公布

•コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約施行規則承認︑
その運用組織として︑
﹁全国コーヒー飲料公正取引協議会﹂設立

•景表法に基づく景品類提供制限改正

•清協連︑清工連が︑分野調整法の理念と趣旨に基づき
中小企業の生産分野品種として︑ラムネ︑シャンメリー︑
びん詰コーヒー飲料︑びん詰クリームソーダ︑
ポリエチレン詰清涼飲料の 品目を宣言
︵ 年︑焼酎割用飲料が追加され︑ 品目となる︶

•全清飲の照会により公正取引委員会︑
ラムネの定義について見解示す
•一般消費税に関し要望︵導入反対︶
•農協出資による加工工場で陳情

•清協連︑統一商法事業活性化で
活路開拓事業︵補助金事業︶
を実施
•原油不足のためエネルギー対策委員会を設置
•砂糖特例法の廃止を要望
•合成樹脂容器︵ペットボトルなど︶
の使用検討始まる

•飲料諸機械メーカーへ省エネルギー技術開発などを要望
•夏季電力料金制度︵電気料金値上げ︶
の免除要望
•冷夏対策で中小企業に資金助成制度を要望
︵中小企業信用保険法などに業種指定︶
•砂糖含有の清涼飲料有害説が
メディアに広がり広報活動を強化

•物品税︑砂糖消費税に関する要望︵減免および撤廃︶
•清涼飲料水の規格基準改正︵容器包装など︶
作業に取り組む

•
﹁清涼飲料の常識﹂創刊

•初のペットボトル入り飲料
﹁リボンオレンジつぶつぶ ℓ﹂︵サッポロ飲料
︵株︶
︶
登場
︵果実飲料では世界初のペットボトル入り︶
•添加物の規格基準の改正により
炭酸飲料に保存料の使用認可
•ワンウェイガラスびん入り飲料発売

•アスパルテーム等

回新年賀詞交歓会を開催︵霞山会館︶

回サマーパーティーを開催︵日比谷松本楼︶

品目︑食品添加物に追加指定

•事務局を新編成︒事業部︑広報部︑技術部を置く

•ミネラルウォーター
﹁六甲のおいしい水﹂︵ハウス食品
︵株︶
︶
発売

•第

•全清飲セミナーを開催︵会員︑賛助会員向け︶

•国際飲料産業セミナーを開催︵東京︑大阪︶

•第

•破びん事故対策を要請︵取り扱い方法のPRなど︶

•小池友蔵賞創設︵清涼飲料業界の功労者を顕彰︶

•かき氷用シロップなど物品税非課税となる

6

1

6

12
※社名は当時のもの

13

1

47

3

6

9

2

5

20

6

86

11

1

4
1

8

5

1975
1980

82

1

1

（昭和50年）

1976
1977
1978
1979
（昭和55年）

1981
1982
1983
1984

1975-1984

年

［容器の多様化］

全清飲が歩んだ60年

清 涼 飲 料 業 界の出 来 事
•初の缶入り緑茶飲料
︵
︵株︶
伊藤園︶
発売
•炭酸栄養ドリンクにJAS表示認可
︵
月から運用︶

•配送中︑道路交通法によるシートベルト装着が免除
•外国における果実飲料JAS認定工場認可
•初のペットボトル入り紅茶飲料﹁午後の紅茶
ストレートティー1·5ℓ﹂
︵キリンビバレッジ
︵株︶
︶︑
﹁ミネラルウォーター1·5ℓ﹂
︵サントリー︵株︶
︶
発売
•食品への毒物混入等防止特別法成立

•オレンジ果汁等の輸入︑ 年後の完全自由化決まる

•容器リサイクルへの関心の高まり受けて
﹁欧米における容器リサイクリングの現状﹂講演会を開催

•農林水産省がミネラルウォーター類
︵容器入り飲用水︶
の
品質表示ガイドライン設定

•自販機の管理責任体制を明確にした統一ステッカー︑
農林水産省等 省共同告示

•農林水産省がウーロン茶飲料品質表示ガイドライン設定

•環境問題をテーマとしてセミナーを開催
•農林水産省﹁消費者の部屋﹂
にて
﹁清涼飲料と環境の週﹂特別展示
•税制改正要望書を自民党に提出

﹁自動販売機月間﹂
に
•自販機 団体での
全清飲も参加︑共同開催へ
︵毎年 月に実施︶
•全 清 飲 ︑
﹁リサイクル推進協議会﹂
に参加

•飲料容器のリサイクル問題︑厚生省と全清飲が懇談
•日本清涼飲料研究会発足︑
﹁第 回研究発表会﹂開催

•厚生省︑清涼飲料水製造業者などの営業許可を
都道府県知事から保健所設置市に移管
•缶のステイ·オン·タブが登場
•猛暑で清涼飲料続伸︑1000万㎘の大台に
•日本経済団体連合会
︵経団連︶
は︑
﹁地球環境憲章﹂
制定を発表
•再生資源の利用の促進に関する法律
︵リサイクル法︶
公布︑
月 日施行
︵飲料缶に材質表示義務付け︶
•特定保健用食品実現へ︑栄養改善法施行規則改正
•
﹁カルピスウォーター﹂︵カルピス食品工業
︵株︶
︶空前の大ヒット
•農林水産省が紅茶飲料の品質表示ガイドライン設定
• 年続いた缶飲料価格100円を110円に値上げ相次ぐ

年

月 日施行︶

•オレンジ果汁︑輸入完全自由化
•計量法全面改正交付
︵

1

•ペットボトル初の再商品化施設︑
ウィズペットボトルリサイクル
︵株︶設立
•PETボトルリサイクル推進協議会設立
•市民団体︑はみ出し自販機問題で東京地検に設置
•清涼飲料水等に使用される原水の規定改正
•記録的な冷夏多雨と不況で 年ぶりマイナス成長

•中小企業の後継者育成セミナーを開催

•製造物責任法
︵PL法︶
公布︑施行は 年後

•はみ出し自販機︑是正終了

•業界初のナタデココ飲料
︵
︵株︶伊藤園︶
発売

•リサイクルのための清涼飲料ガラスびん
設計ガイドライン設定
•期限表示の導入に関する表示方法について要望書提出

•食品衛生法施行規則改正︑食品の日付表示を
製造年月日から期限表示に転換

社を告発

•大阪の弁護士グループ︑はみ出し自販機で企業を告発︑
自販機関係業界 団体で適正化方針を定める

93

•にんじんをベースにした
﹁充実野菜﹂︵︵株︶伊藤園︶
︑
﹁キャロット100﹂︵カゴメ︶
が登場

11

•PB︵プライベート·ブランド︶
商品で価格競争に拍車

•果実飲料︑炭酸飲料︑豆乳類のJASおよび品質表示基準の
日付表示を︑製造年月日から期限表示に改正

4

•
﹁ペットボトルのリサイクルシステム
整備のための基本構想﹂
および
﹁飲料用ペットボトルの設計ガイドライン﹂設定

•炎天下の車内で缶入り炭酸飲料の破損事故続発︑
会員社へ注意表示の実施を要請

4

社 会の出 来 事
国営企業の民営化により︑
日本電信電話︵NTT︶
と
日本たばこ産業︵株︶︵JT︶発足

•東京
 ·銀座の 百貨店が
閉店時間を 時に延長

•男女
 雇用機会均等法施行
•社会党委員長に土井たか子書記長就任︑
初の女性党首

•日航
 ジャンボ機墜落事故

•

全 清 飲の取 り 組 み
•全清飲の組織刷新︒
初代会長に山口芳雄︵キリンビール
︵株︶︶就任
•栄養ドリンクに農薬混入事件起こり︑自販機に
警告ステッカー貼付︑新聞に警告広報掲載等で対応

•炭酸飲料瓶詰の安全基準を定める省令告示

•豆乳·調整豆乳および豆乳飲料のJASに
﹁大豆たん白飲料﹂
の規格を追加し︑
規格名が
﹁豆乳類の日本農林規格﹂
に改正
•清協工連︑ラムネで広告︵清飲通信に掲載︶

•食品添加物表示に関する要望書を他団体とともに厚生省に提出
•飲料類に係る物品税の撤廃に関する要望書を︑
関係官庁︑国会議員︑関係団体等に提出

月 日 東京都文京区本郷に事務所を移転

•果実飲料·炭酸飲料·豆乳類のJASおよび
品質表示基準の食品添加物の表示方法改正
•缶入り麦茶飲料
﹁六条麦茶﹂︵カゴメ
︵株︶
︶
発売
•消費税施行︑物品税·砂糖消費税撤廃
︵清涼飲料の消費税分の価格転嫁は事実上困難に︶
•食品衛生法施行規則改正︑化学的合成品以外の食品添加物
1051品目全面表示義務付け
︵ 年 月 日実施︶
•小びんドリンクの機能性飲料盛り上がる

1

•
•食品衛生法施行規則改正︑化学的合成品たる
食品添加物347品目全面表示義務付けられる
︵ 年 月 日実施︶

4

•厚生省︑ごみの減量化·再資源化へ業界団体へ協力要請

7

•業界団体で組織する物品税懇話会が︑
物品税廃止に関する緊急要望書を︑
自民党税制調査会に提出

•消費税の導入に伴い全清飲は表示カルテル︑
全国清涼飲料協同組合連合会は転嫁と表示カルテルの
両方を公正取引委員会へ届出

1

•全国サワー祭りを開催︵主催 清協工連︶

•大詰めの新型間接税について︑
国会議員︑関係官庁への陳情続く

•全 国 清 涼 飲 料 団 体 ︑
周年記念式典開催︵ 月 日 椿山荘︶

6

•消安法改正︑炭酸飲料瓶詰︑炭酸飲料用ガラス瓶が
第 種特定製品に指定され︑
政府認証制から自己認証制に移行

26

•海外事情視察旅行として︑
第 回ヨーロッパ飲料事情視察を実施

7

30

•日本
 国有鉄道︵国鉄︶分離︑民営化

•NT
 T株上場︑
初値160万円のフィーバー
•日本
 航空完全民営化
•大韓航空機115人乗せ消息絶つ
•青函トンネル
︵53·85㎞︶開通︑
世界最長
•東京ドーム完成
•バブ
 ル景気

•元号が昭和から平成に
•消費税導入︑税率 ％

•大学入試センター第 回試験
•ソ連
 が大統領制に移行︵大統領ゴルバチョフ︶

•美空ひばり死去︑国民栄誉賞
•ボジ
 ョレー·ヌーボー解禁でフィーバー

3

11

•ペットボトル表示マークについて
会員社へ切り替えを要請

7

10

10

1

•欧州
 共同体︵EC︶ ケ国でスタート
•初の
 女性衆議院議長に︑
土井たか子元社会党委員長

•貴花田︑
史上最年少で優勝

•暴力団新法施行
•東海道新幹線に
﹁のぞみ﹂登場

•従軍慰安婦問題で
公式謝罪

•新宿
 の新都庁舎落成

•バブ
 ル崩壊︑平成不況に突入

•海外渡航者1000万人突破
•東西
 ドイツ統合

1

3

14

•東京湾
レインボーブリッジ完成

•関西
 国際空港開港
•就職
 氷河期
•地ビ
 ール流行

※社名は当時のもの
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（昭和60年）

1985
1986
1987
1988
1989
1990

（平成元年）

（平成2年）

1991
1992
1993
1994

91

1

1985-1994

年

［ジャンルの多様化］

全清飲が歩んだ60年

1970年代後半になると、ファミリーレストランやハンバーガーチェーンが伸張し、コンビニエンスス

あの頃の全清飲

トアも登場。
「飽食の時代」
を迎える一方、健康への気づかいから
「栄養」
への関心も高まりまし

1975 年 11 月 27 日、
「全国清涼飲料 3 団体 20 周年記
念式典」を文京区民センターで開催。当時の会員数
は企業会員が 53、組合会員が 38（傘下企業 412 社）、
賛助会員 100 社だった。

た。1980年代後半から始まったバブル景気は、1991年、ついに終焉。
「中食（なかしょく）回帰」
のムードに包まれるも、バブル期の食文化そのものは根強く残ったのです。
執筆／金井順一

リーフに代わった茶系飲料
清涼飲料の主力品種に浮上

茶飲料を抜きトップに浮上した。04年に
参入したサントリーは、寛政2年創業の
老舗茶舗、福寿園と組み「伊右衛門」
を、日本コカ・コーラも創業450年の上

年代中盤から90年代に開花

は85年に「缶入り煎茶」
（89年に「お

林春松本店と組んで「綾鷹」を発売し、

し、後に最大カテゴリーに

〜いお茶」に変更）を発売。後に業界

老舗への信頼感を獲得した。その後は

成長した茶系飲料。急須で

の最右翼に浮上した。

緑茶飲料の「濃い」系ブームや抹茶ブ

80

時代を映す
この出来事

1975 -1994 年

巨大市場を生んだ企業の「ひらめき」
缶コーヒー、最大の激戦区へ

高

度成長期における活発なレ

的問題をクリアしたあと69年に製品化

ジャー活動やモータリゼー

し、
70年の日本万国博覧会をきっかけに

ションを背景に、瞬く間に

爆発的に売れた。

いれるため手間がかかる緑茶は、75年

86年にはキリンビバレッジが「午後

ーム、特定保健用食品ブームなど新コ

普及したのが缶コーヒーだ。1960年代

ポッカコーポレーション（当時）の

頃から緑茶（リーフ）市場そのものが

の紅茶」を大型ペットボトルで発売し、

ンセプトの商品が発売され、多様化の

は、コーヒー飲料といえば牛乳にコー

創業者、谷田利景社長は、
「缶コーヒー

勢いを失った。茶系飲料の歴史はウー

93年からアサヒ飲料より複数茶葉使用

様相を強めている。

ヒーフレーバーを加えたびん入り乳飲

をホットでも売りたい」という発想のも

ロン茶から始まった。油っこい食事に

の「十六茶」が発売され、日本コカ·コ

料が主流だった。UCC上島珈琲の創業

とに、73年にホット or コールドの自販

リー、キリン、アサヒも参戦したことで、

最適で、当時、緑茶飲料の開発を進め

ーラも「爽健美茶」で追随。後に健康

者の上島忠雄社長は、列車の停車時間

機を自販機会社と開発し、後の飲料の

飲料マーケットにおける最大の激戦区

大阪で開催された日本万国博覧会で「UCC コー
ヒー ミルク入り」は大好評を得ました。

ていた伊藤園は、緑茶より先にウーロ

イメージの強いブレンド茶市場ができ

に売店でびん入りのコーヒーを飲んで

通年化の先駆けになった。その後、
UCC、

になった。大手の参入によりブランド

ン茶の飲料化に成功し、80年に「缶入

た。緑茶がトップに躍り出たのはキリ

いたとき、発車時間になりコーヒーを

ポッカ、ダイドーのコーヒー御三家の

マーケティングが過熱。年間を通して

り烏龍茶」を発売した。81年にはサント

ンビバレッジの「生茶」のヒットがきっ

飲み残してしまった。それをきっかけ

時代が長年続いたが、75年から日本コ

広告・販促活動が展開され、中身でも

リーも「ウーロン茶」を発売し、84年に

かけ。大手各社も新ブランドを相次い

に「いつでも、どこでも、手軽に飲め

カ・コーラが「ジョージア」で参入す

砂糖・ミルク入りのスタンダードに加

一大旋風を巻き起こした。洋酒のウー

で導入し、2001年に緑茶戦争が勃発。

て、常温流通できる商品」と、缶コー

ると状況は一変する。圧倒的な自販機

え、微糖、無糖、カフェオレの4分野が

ヒーの発想がひらめいたという。ミルク

台数を誇る同社は、瞬く間に首位を獲

成立し、分野ごとに各社がしのぎを削

の分離や殺菌方法などさまざまな技術

得。80年代後半からビール系のサント

っている。

ロン茶割りで新たな飲用を提案して新

トップを走る伊藤園も「お〜いお茶」

規を開拓。こうした経緯を経て伊藤園

で応戦した結果、緑茶飲料はウーロン

自販機の進化で飲料発展
購買スタイルに多大な影響

日本食糧新聞社（1985 年 11 月 12 日付）に
掲載された緑茶飲料の記事。ウーロン茶飲料
に続き緑茶飲料についても市場性を期待。

84年に200万台を超えた。
2000 年には当時過去最高の 217 万

点滴液のノウハウ活かす
すべての渇きにスポーツドリンク

環境対応が
本格化

6000台を記録したが、一方で1台当た

自

りの販売金額は大きくダウン。設置台
販機の進化こそ、飲料の歴

自販機と進化し、その利便性が広く支

数に飽和感が高まり、小型ペットボトル

史そのものといえる。今で

持され、観光地や繁華街、オフィス街

の普及に伴い、徐々に自販機から手売

は清涼飲料の販売構成比で

などあらゆる場所に広がった。

りチャネルに顧客が流出した。その間、

約3割超を占め、稼働台数は250万台を
超え、業界の発展を担っている。
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60年代中頃より高度経済成長の波に

1

965年に米国で初めて開発されたスポーツドリンク「ゲータレード」
。
大塚製薬が「ポカリスエット」を缶で発売した80年。折しも日本は
ジョギングブームで、豊かな日本経済を象徴し、健康志向真っただ

はみ出し問題や転倒防止問題、景観問

中だった。こうした中で大塚製薬は、スポーツをはじめ日常生活で失われる汗

リ

ターナブルのびんからワン
ウェイの缶容器へのシフト
や、市場拡大とともに空き

缶の散乱問題が取り沙汰され始めた70

乗り、残業など経済活動の長時間化や

題、窃盗犯罪問題などさまざまな問題

の成分に着目し、点滴液のノウハウを活かし、
「発汗により失われた水分と電解

年代。1973年には「飲料容器の散乱防

1950年代といえば飲料の主な売場は

活発なレジャー活動によって需要が高

が押し寄せたが、これらに業界一丸と

質を補給する飲料」というコンセプトを元に商品を開発。当初はスポーツ時に

止」と「環境美化」の推進をテーマに、

酒販店や一般食料品店だったが、57年

まり、さらにモータリゼ−ションの進展

なって対応した。02年以降、自販機の多

飲用する「水分補給のための飲料」だった

飲料メーカーの団体が集まって食品容

に星崎電機が機器の中をジュースが直

により急速に普及。65年にはわずか16

機能化が進展した。携帯電話を活用し

が、次第に通常の飲料として若年層に急速

器環境美化協議会（食環協の前身）が

接循環する噴水ジュース自販機を開発

万台だったが、75年には65万台に増加

たキャッシュレス自販機、災害対応型自

に普及していった。その後、83年に日本コ

発足。81年から統一美化マークを容器

してから飲料の売り方が一変する。改

している。

販機、犯罪通報システムの導入、エコ

カ・コーラが「アクエリアス」を投入したこ

に印刷するようになった。またアルミ、

良やモデルチェンジを繰り返して61年

さらにホットとコールド併売自販機の

ベンダー、ノンフロン自販機、ヒートポ

とで、スポーツドリンクが市場として認知さ

スチール缶のリサイクルを促進するた

に「オアシス」として完成し、爆発的

登場により、缶コーヒーなどが年間購

ンプ自販機など技術革新が進み、特に

れ、1カテゴリーとしてのポジションが明確

めの団体も73年に発足しており、３R推

な自販機ブームが起こった。初期にお

買されるようになり、飲料需要が飛躍

この10年間の総消費電力量の削減は著

になった。今では日常生活のあらゆる「渇

進の基盤が構築され始めた。さらにご

いてはカップ式の噴水型が中心だった

的に高まるきっかけをつくった。その結

しく、省エネ型への入れ替えにより14

き」をいやす飲料として子どもからお年寄り

が、その後、びん飲料自販機、缶飲料

果、77年には100万台の大台を突破し、

年には05年比で52.5%削減された。

まで幅広い消費者に支持されている。

※社名は当時のもの

1980 年代、
「ポカリスエット」サンプリ
ングの模様。

みの散乱に対応して、缶からはずれな
いステイ・オン・タブも登場した。
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全 清 飲の取 り 組 み
•阪神淡路大震災で会員社にも多大な被害︒
被災者へ義捐金とともに飲料水を緊急援助

周年記念懸賞論文募集︒優秀作に100万円

•自販機を啓発する小冊子を発刊
•
•
•

月 日のPL法施行に伴い
﹁清涼飲料相談センター﹂
設立

月 日︑清涼飲料 団体創立 周年記念式典開催︵経団連会館︶

•前年末︑ペットボトルの再商品化の対応策を発表︑
小型ペットボトルの自主規制廃止
•国際清涼飲料協議会︵以下ISDC︑現ICBA
= International Council of
︶設立︑全清飲が加入︑
Beverages Associations
NGOとしてコーデックスにも参加
•北米飲料事情視察団を派遣︵ 月 日〜 日︶

•よのペットボトルリサイクル
︵株︶
が操業開始︑
全清飲が一部出資

清 涼 飲 料 業 界の出 来 事
•製造年月日表示︑賞味期限に切り替え施行︑移行期間
•食品衛生法および栄養改善法一部改正︑栄養表示導入
•ミネラルウォーター異物混入事故発生
•容器包装リサイクル法公布
︵以下容リ法︶

年

•消安法改正で炭酸飲料瓶詰の第 種指定を翌年 月 日に解除

•ペットボトルのリサイクル品に推奨マークの運用開始

•果汁系ニアウォーター﹁桃の天然水﹂︵日本たばこ産業
︵株︶
︶発売
•栄養表示基準制度が告示︑エネルギー表示︑無糖表示等を規定
•自動販売機据付基準
︵JIS B︲8562︶
の改正
•
︵財︶
日本容器包装リサイクル協会設立
︵現在は公益財団法人︶

•容リ法によるペットボトル︑ガラス容器の再商品化開始
•ナチュラルミネラルウォーターの国際規格
︵コーデックス︶︑
ヨーロッパ案
︵無殺菌·無除菌かつバルク輸送禁止︶
で決まる
•サントリー
︵株︶
が米ペプシコ社からマスターフランチャイズ権を取得
•エコベンダー設置広がる

•自販機の適正廃棄マニュアル完成
•国際規格に対応し︑果実飲料のJASおよび
品質表示基準大幅に改定
•清涼飲料値上げ相次ぎ︑
自販機では120円が主流に
•いわゆる
﹁ニアウォーター﹂
が相次ぎ発売され︑ブームに
•HACCP支援法制定

•自動販売機自主管理基準
︵ガイドライン︶
実施
•医薬品の販売規制緩和でドリンク剤の一般市場販売解禁
•清涼飲料水が総合衛生管理製造過程
︵HACCP︶
承認制度の
対象品目となる
•2000年問題対応
︵Y2K︶
でミネラルウォーターなどに特需
•自販機犯罪増加︑特に外国変造硬貨の不正使用が急増

•加工食品品質表示基準が制定

法等︑

•容リ法が完全施行
︵紙容器包装︑ペットボトル以外のプラスチック容器包装も対象に︶
•﹁循環型社会形成推進基本法﹂公布︑環境関連
個別リサイクル法の制定︑改正の端緒に

•大型新製品の大ヒットなどで緑茶飲料 ·8％増

社 会の出 来 事
•阪神
 淡路大震災発生

•営団地下鉄でサリン事件発生
•野茂英雄が米大リーグで活躍

•広島原爆ドームと厳島神社が
世界文化遺産に決定
•
﹁狂 牛病﹂︑病原性大腸菌
﹁O︲157﹂事件で食品業界大打撃

日︑消費税が
• 月

％から ％にアップ
•地球
 温暖化防止のための京都議定書採択

•長野
 冬季オリンピック開催
︵ 月 日〜 日︶

•2000円札発行︑
年ぶり新額面紙幣

•大手
 乳業会社の
黄色ブドウ球菌による
食中毒発生

•日本
 人初の女性知事︑
大阪府知事選で太田房江氏が当選

•欧州連合︵EU︶
の統一通貨ユーロ誕生
•年末にかけて2000年問題

•サッ
 カーW杯
日本初出場

•明石
開通︑
 海峡大橋︵パールブリッジ︶
世界最長のつり橋3911ⅿ
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•全清飲のロゴマークが公募により決定
•清涼飲料へ毒物等注入事件続発︑緊急対策検討会を
開催し︑ステッカー作成や新聞広告を出稿︵ 月 日付︶
業界をあげて事件防止に努める
•清涼飲料業界の環境自主行動計画と
自販機自主ガイドラインが決定
•指定着色ペットボトルの改善について
ペットボトル自主設計ガイドラインに沿った要請文書を発信

•トルコ大地震の被災者へ会員企業から
ミネラルウォーターを援助
•中小企業分野製品の確認と要請︵理事会にて︶
•全清飲ホームページを開設
•コーデックス食品表示部会︵カナダ︶
に派遣

月に事務所を東京都中央区に移転

•果実飲料JASの登録格付機関の業務を廃止し︑
炭酸飲料検査協会︵現·日本清涼飲料検査協会︶
へ移管
•
•2001年 月施行の容器包装識別表示マークに
対応する清涼飲料用ガイドライン策定
•食中毒や異物混入事故を受け︑
業界あげて防止に向けての取り組みを行う

•食品衛生法施行規則の改正実施︑
アレルギー物質を含む飲料に食品の表示義務化
•ホット対応ペットボトル飲料を各社が発売
•紙製・その他プラ製容器包装識別表示マークが義務化
•指定ペットボトルの自主ガイドラインを改訂︑着色ボトルを完全廃止
•ペットボトルのリサイクル手法︑ボトル ボトルが可能に
•フロン回収破壊法公布︑自販機のフロン回収義務化へ
•清涼飲料業界初の総合衛生管理製造過程承認工場が誕生

•改正JAS法施行
︵公表の弾力化および罰則の強化︶

1

7

2

施設︑ 件︶

•自販機が︑省エネ法による特定機器に追加指定される
•健康意識の高まりを受けて︑
機能性飲料︑スポーツドリンク伸張
•総合衛生管理製造過程承認工場が続々登場
︵
•ペットボトルのサイズの多様化進む

•自動販売機自主管理基準︑大幅改正
•食品安全基本法が公布︑
関連で食品衛生法および健康増進法の改正法も公布
•期限表示を
﹁賞味期限﹂
に統一することが告示
•日本初のボトル ボトル施設
︵帝人ファイバー︶
が稼働
•山梨県のミネラルウォーター税課税提案に業界が反論

•ボトル ボトルのペットボトル商品が初めて店頭に並ぶ

3 4

2

JR
 東日本
﹁Suica﹂運用開始

42

高速道路の
ETC本格運用開始

•

•ヨー
 ロッパ ケ国の統一通貨
ユーロ貨幣流通開始

•

•女子職員のユニフォームにペットボトル再利用品を採用
•ISDC幹事国として理事会を京都で開催︵ 月 日︶
•中小企業の後継者交流研修会を開催
•﹁清涼飲料事故の防止とその対策﹂発刊︒
東京︑大阪︑福岡でセミナー

•﹁おいしく楽しく飲もう！〜賞味期限のはなし〜﹂
﹁同 開けたらお早めに！〜ペットボトルのはなし〜﹂発刊︒
改訂版﹁清涼飲料の常識﹂
も
•清協工連︑ホームページを開設
•炭酸飲料の日本農林規格の見直し説明会を開催

回︶
を開催

•﹁原料原産地表示を義務づけるべき加工食品の品目﹂
に
ついて意見陳情

•中小企業︑新製品合同発表会︵第

•自販機関連業界で
﹁自動販売機据付判定マニュアル﹂
策定︑全国で説明会を実施
﹁同 改善の手引﹂

5

割に

•新潟県中越地震発生

•消費
 税の
内税︵総額︶表示が義務化

•東京·六本木ヒルズ完成

•サラ
 リーマンの
医療費自己負担

•サッ
 カー日韓
FIFAワールドカップ開催

12

•賛助会員セミナーを開始

を開始
•中小企業向け事故防止﹁出張講習﹂
•全国シャンメリー協同組合︑設立 周年記念事業で
﹁シャンメリーの詩︵うた︶﹂発表
•ISDC幹事国として理事会を東京で開催︵ 月 日〜 日︶
5

1

67

初代トップ画像

1

5

11

2

•自販機の
﹁住所表示ステッカー﹂
の貼付スタート︒
翌年 月から全国へ︑全国消防長会より表彰も

3

13

4

52

よのペットボトルリサイクル

5

27

9

4

4

to

40

18

30

1

39

青は爽やかな清涼感を、
オレンジは
おいしさを表す
最終号

3

•1948年 月から
月 回発行してきた会報﹁清飲通信﹂
を
月 日第1365号で廃刊

to

12 7 40

18
※社名は当時のもの

19

to

1

4

1

1995
2000

12 1

15

（平成7年）

1996
1997
1998
1999
（平成12年）

2001
2002
2003
2004

3
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12

1995-2004

年

［環境対応が加速］

全清飲が歩んだ60年

全 清 飲の取 り 組 み
•広報誌﹁清飲彩﹂発刊︒季刊で発行
•全国清涼飲料 団体創立 周年記念式典を
月 日にパレスホテルで開催
•全国シャンメリー協同組合は全国の
児童養護施設へ贈呈事業を開始︵以後︑継続︶

•残留農薬ポジティブリスト制度
説明会を 月に実施
•子ども向け啓発サイト
を
﹁ドリンクキッズ 飲み物の博物館﹂
ホームページに公開

•愛知県警より︑
自販機ねらいの積極的な取り組みに感謝状
•ICBAミーティングでホスト役︵ 月 中国北京で開催︶
• 月︑食品表示の原料原産地表示について意見陳述

清 涼 飲 料 業 界の出 来 事
団体︑ 月
﹁自販機耐震化技術研究会﹂
を発足

社 会の出 来 事
•地球温暖化防止のための京都議定書発効
•日本国際博覧会︵愛知万博︶
﹁愛·地球博﹂開催

•自販機
•
﹁ヒートポンプ方式﹂
の自販機が登場

•自販機 団体にて
﹁清涼飲料自販機協議会﹂
︵以下︑自販機協議会︶
を 月に設立

月︑自販機協議会は屋内自販機照明の
時間消灯活動本格始動

•自販機協議会は
﹁清涼飲料自販機自主行動計画﹂
策定

•
•自販機協議会の
﹁清涼飲料自販機年間総消費電力量削減の
自主行動計画﹂
がスタート
•消費者庁及び消費者委員会設置法が 月 日に公布︒
月に設置される

•自販機協議会は第 回
﹁自販機据付講習会＆検定試験﹂
︵会場⁝札幌︑仙台︑東京︑金沢︑名古屋︑大阪︑広島︑福岡︶
スタート
︵以後︑毎年実施︶
•猛暑から熱中症予防報道が過熱
関連清涼飲料水も爆発的な売れ行き
•東京都清涼飲料組合創立100周年を迎える
•自販機協議会は東京電力＆東北電力管内において
計画停電地域設置の飲料自販機の 時間消灯を発表
•業界初のペットボトルのボトル ボトル︑
メカニカルシステムをサントリーが協栄産業と構築
•自販機協議会︑夏季東電管内前年比 ％以上削減︑
東北電力管内においては同 ％以上削減を実施
冬季は自主的な取り組みとして節電対策を実施
•震災を機にミネラルウォーターの需要急拡大
•厚生労働省は一般食品と飲料水
︵ミネラルウォーター類︑飲用茶︶
の
放射性セシウムの基準値を見直し︑翌 月に施行

•第 回ワールド·ベース
ボール·クラシック開催︑
日本代表が
WBC初代王者に

•日本郵政株式会社発足

•JR福知山線脱線事故発生︑
死者107人

月に結成︶

エコプロダクツ展

•﹁風致地区︑景観地区における自動販売機
自主景観ガイドライン﹂
策定
︵翌年 月から施行︶
•海外ブランドのエナジードリンク
﹁レッドブル﹂
︵レッドブル·ジャパン
︵株︶︶
登場
•3R推進団体連絡会が自主行動計画を発表︵前年
•ペットボトル飲料の生産量 ％を超える
•山梨県
﹁ミネラルウォーターに関する税﹂
導入の棚上げを表明
•容リ法の一部改正法
︵改正容リ法︶
が成立
消費者︑市町村︑事業者の三主体の役割分担維持
•缶·ボトル飲料自販機︑ 台当たりの年間消費電力量
約 ％削減
︵1991年比︶

•緑茶飲料の原料原産地表示が義務化
•自販機 団体は
﹁自動販売機据付規準策定委員会﹂
立ち上げ

•清涼飲料生産者販売金額が 兆7450億円で過去最高

•省エネ法
︵エネルギーの使用合理化等に関する法律︶
特定機器に自販機全般が追加指定

•東京都防災訓練に出展︵以後︑継続︶

団体は
﹁自動販売機据付規準﹂
制定︑ 月より運用開始

•ペットボトル飲料への農薬混入事件︑ 月に発生

•自販機

•カロリーゼロのコーラ飲料がヒット︑多品目に普及

4月下旬頃から白無地に

•
﹁一般的衛生管理講習会﹂開催︒以降︑毎年開催
•農林水産省の要請に基づき︑
信頼性向上自主行動計画を作成
•
﹁みんな一緒に︑おいしく︑楽しく！﹂
小冊子を発行
•農林水産省︑消費者の部屋
﹁シャンメリー＆地サイダー﹂
を特別展示

﹁ラムネ祭り﹂︵現地サイダー·地ラムネ祭り︶
として
•
﹁こだわり食品フェア﹂
に出展︒
全国のラムネが大集合
の
•﹁レモン果実 個当たりのビタミンC量﹂
表示ガイドライン制定︵日本果汁協会と共同実施︒
農林水産省︑公正取引委員会と協議︶
•農林水産省︑消費者の部屋
正しい飲み方や容器の扱いを啓発

•飲料製造·流通システム展﹁BEV TECH﹂
に出展
︵翌年は主催︶
•消費者教育支援センター主催の
の
﹁第 回 消費者教育教材資料表彰·企業 業界団体対象﹂
印刷資料部門で
﹁みんな一緒に︑おいしく︑楽しく！﹂
が︑
W受賞
WEBサイト部門で
﹁ドリンクキッズ 飲み物の博物館﹂
•清涼飲料水のカーボンフットプリントの
PCRを申請︑登録される
•東日本大震災津波に伴う救援物資の提供を呼びかけ
会員社より約800万㎘
︵約1600万本︵500㎖換算︶︶
を無償提供
•東日本大震災津波でキャップメーカーが被災︒
需要に応えるため協働し
﹁白無地キャップ﹂
に統一
•岩手︑宮城︑福島に寄付金各 百万円︑
組合会員遺族に百万円︑計一千万円を送る
•農林水産大臣より 東日本大震災津波に際し︑飲食料品等の
提供により︑被災者のみなさまの命をつなぐ明日への勇気と
希望を与える善意を行ったとして感謝状を贈られる

•特定保健用食品のコーラ登場︒トクホ飲料が大幅に回復
•ボトル ボトルペットボトルリサイクルガイドラインを
厚労省が制定
•国内飲料業界初のメカニカルリサイクル︑再生ペット樹脂
100%の
﹁リペットボトル﹂
にサントリーが導入
•自販機協議会︑自販機アイデアコンテストを実施︑
﹁エコプロダクツ展﹂
に出展

年 月施行︶

•一部のメーカーが大容量の水など
賞味期限表示を
﹁年月﹂
表示に変更
•食品表示法を 月に公布
︵

•業界初のホット炭酸が相次いで発売︑話題に
•容リ法の見直しに向けた
環境省と経済産業省主催の合同審議会がスタート
年連続で記録更新︑ 千万㎘の大台を突破

•北朝鮮︑テポドン 号など
発のミサイルを
日本海へ向け連射

•老舗洋菓子メーカーなど
食品偽装が次々と発覚
•米国サブプライムローンの破綻を
きっかけに世界同時株安
•参院選で自民党が惨敗︒
第一党が民主党となり
﹁ねじれ国会﹂
が出現

• 月の中国製冷凍餃子による
食中毒事件発生に続き︑
事故米の食用転売なども発覚
•厚生労働省のメタボリック検診義務化
•リーマン·ブラザーズ証券が破綻︒
株価暴落︑円高騰︒以後︑デフレ傾向︑
節約志向が強まる
•東京·日比谷に年越し派遣村

•バラク·オバマ︑
アメリカ合衆国大統領に就任
•地方で休日︑高速道路の料金が
1000円に
•裁判員制度がスタート
•衆院選で民主党勝利︑政権交代

•宮崎県で口蹄疫が発生
•東京で 月 日から 日連続で
℃以上の猛暑日︒観測史上初を記録する
とともに114年ぶり猛暑日を更新
•消費税増税発言から参院選で民主党が大敗
•小惑星探査機﹁はやぶさ﹂
が 年ぶりに帰還

•九州新幹線︑全線開業
•東日本大震災津波が発生︒
東電福島第一原発が事故
•東電管内︑計画停電を実施
• 月︑東電と東北電力管内で
電気使用制限令が発動︒
大手需要家には ％の
ピークカットを強制︒
中小需要家も削減に協力
•為替︑ 月末に
戦後最高値 円 銭

•ニューヨーク市長が特大サイズの糖分入り
ソフトドリンク販売規制の方針を 月に表明
︵翌年 月︑ニューヨーク州裁判所は
施行前に同規制に無効判決︶
︵634m︶
の
•自立式電波塔世界一
東京スカイツリー完成
個

• 月の衆院選で自公が圧勝︒政権を奪還

•夏の五輪︵ロンドン︶
でメダル最多

4

38

一般社団法人へ移行
• 月 日︑
•
﹁熱中症対策表示﹂
ガイドライン制定

•
﹁放射性物質の検査について﹂
のセミナー開催
•消費税﹃転嫁·表示カルテル﹄
の届出と転嫁拒否などの
相談·通報窓口設置を検討していることを 月︑公表
•第 回理事会︵ 月 日開催︶
にて
﹁転嫁·表示カルテル﹂
が承認され︑
日に公正取引委員会へ届出後︑記者説明会を開催

•生産量

1

12

•自販機飲料︑消費増税の転嫁カルテルで 年ぶり価格改定
•景表法改正︒課徴金制度が導入

•CVSカウンターにコーヒー導入加速化
•国の借金が1000兆円突破

•富士山が世界文化遺産に決定
•2020年夏季オリンピック·
パラリンピックの開催地が東京に決定
•ホテルなどで食品偽装が発覚︑相次ぐ

• 月︑WHOが糖類の 日推奨摂取量を
従来の半分の ｇとする指針案を公表
•4月 日︑消費税が ％から ％へ増税

1

4

2

15

32

7

•御嶽山が 年ぶりに噴火︒戦後最悪の被害

8

•中小企業会員の第 回新製品合同発表会を開催
•陽圧缶入りミルク添加低酸性飲料の
製造自粛解除︑ 月から運用を開始

•HACCP支援法改正︒
高度化基盤整備
︵一般的衛生管理︶
も対象となる

21

75

25

5

7

1

•食品衛生法に基づく清涼飲料水の原水規格基準が改正

10

24 1
9

1

60

50

•全国シャンメリー協同組合︑全国の児童養護施設へ
﹁シャンメリー﹂
の贈呈 周年︒
NPO法人﹁チャリティーサンタ﹂
とコラボし施設訪問

4

5

• 月 日︑ニューヨーク株式市場が
終値の最高値を更新︑
万7484ドル セント
53
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2006
2007
2008
2009
（平成22年）

2011
2012
2013
2014

3

11

8

2005-2014

年

［自販機対応が加速］

全清飲が歩んだ60年

あの頃の全清飲
2005 年 7 月 25 日、「全国清涼飲料 3 団体創立 50 周
年記念式典」をパレスホテルで開催。農林水産省、
厚生労働省、経済産業省など来賓を迎え、島村宜伸
農林水産大臣から祝辞をいただく。当時の会員数は
企業会員が 53、組合会員が 33（傘下企業 316 社）、
賛助会員 108 社だった。

「失われた10年」
と呼ばれる1990年代前半〜 2000年代前半。消費は落ち込んだものの、従来
見られなかった産業の発達や、特定のサービスに支持が集中したりといった現象が発生。不景
気に負けない業態が存在感を放ちました。週休2日制が定着し、女性の社会進出も加速。社会
が転換していく中で、中食（なかしょく）
が増え、外食は減っていきます。
執筆／金井順一

生き残りかけグループ再編
販売提携で経営基盤を強化

飲

当初ボトラー17社があったが、その後ボ
トラー社は統合を繰り返し、現在は西日
本のコカ·コーラウエスト、東日本のコ

料メーカーは、1980年代後

サヒビールも96年、飲料事業を完全独立

カ·コーライーストジャパンなど数社に集

半あたりから生き残りをかけ

させ、アサヒ飲料を設立するなど、巨大

約。97年にはサントリーが米国ペプシコ

て業界再編やグループ再編

な資金力をバックにマーケティング強化

ーラと提携し、日本でのマスターフラン

に着手した。消費者志向の多様化や競合

策を打ち出し、商品開発や市場開拓を推

チャイズ権を取得、翌年より販売した。

他社とのコスト競争が激しさを増す中で、

進。テレビ広告の大量投入や大規模プロ

飲料業界の提携は販売提携が主体で、

強固な経営基盤を構築するには販売数量

モーションも投入した。飲料専業にとっ

のスケールメリットを最大限に活用し、
業務効率の向上を図ることが重要と判断。

健康志向の高まりが引き金に
備蓄も定着したミネラルウォーター

ミ

1995 -2004 年

ことがファッショナブルとも捉えられた。
91年にサントリーが「南アルプスの天
然水」を発売して本格的な天然水時代
が到来した。99年末にはY2K問題から

ネラルウォーターが注目さ

ーが家庭用として注目されるようにな

家庭での備蓄需要が発生し、これまで

れ始めたのは1960年代中盤

った。折しも環境汚染や水道設備の劣

飲用経験のなかった層にも需要が広が

以降で、水質汚染や健康志

化したマンションが問題となり、ミネラ

り、01年には供給量が100万㎘を突破。

向が高まった大都市圏からだった。し

ルウォーターの認識が加速。83年には

生活水としての活用が一層進み、本格

かし、当時は「お金を払って水を買う」

ハウス食品が「六甲のおいしい水」を

的に水を買う時代が幕を開けた。

自販機に弱いメーカーが強いメーカーと、

習慣は定着せず、その後しばらくはウ

発売し、86年には厚生省（現厚生労働

2011年3月に発生した 東日本大震災

てビール会社の資金力やノウハウ、人材

チルドチャネルを持たないメーカーが持

イスキーなど洋酒のミキサードリンクと

省）もミネラルウォーター類の水質基

津波によりライフラインの一部としての

は脅威だった。

つメーカーと組むなど、チャネル別の販

して、専業会社や酒類メーカーがびん

準の一部を改正。ヨーロッパ産の無殺

認識が高まり、今では備蓄需要が完全

流通・小売業を取り巻く環境変化も再編

また自販機業界再編の動きは97年11

売提携が活発化。後には自販機における

入りで、主に業務用として販売してい

菌・無除菌ミネラルウォーター類の国

に根付き、ケース買いも増えている。

を加速させた。中でも流通プライベート

月、カネボウフーズが自販機事業を売却

製品の相互販売もスタートし、1台の自販

た程度だった。

内での販売が可能となり、フランス産

最近では環境に配慮したペットボトル

ブランドの台頭が価格競争に拍車をかけ、

したことが契機。さらにグループ再編の

機に各社の商品が並ぶ相乗り自販機も登

80年代に入り、日本経済が右肩上が

の輸入が始まった。これにより国内市

容器の軽量化が進み、中身もフレーバ

再編が早急な課題となっていった。

象徴は、コカ·コーラシステムがボトリン

場した。

りの成長を続け、好景気と人口増を背

場は、国産水＝水道の代替需要・大型

ー系やスパークリング系が台頭。流通

ただ、この動きは長くは続かず現在は

景に大量生産大量消費の時代を迎える

ペットボトル、輸入水＝飲用需要・小

チャネルもウォーターサーバーを活用し

90年代に入るとビール系企業の動きが

グ会社（ボトラー）の広域化を目指して

活発化。91年にはキリンビールが清涼飲

北九州コカ·コーラボトリングと山陽コカ

資本関係のある買収がメインの戦略とな

中で、日本各地の自然水や天然水、名

型ペットボトルにすみ分けされ、小型

た宅配水が広まるとともに、ネット販売

料事業の新会社キリンビバレッジを、ア

·コーラボトリングが合併し、コカ·コー

っている。

水などが発売され、ミネラルウォータ

ペットボトル入りの輸入水を携帯する

など多様化の様相を強めている。

「危機管理」意識が向上
事故防止へマニュアル作成

消

飲料事故の防止とその対策）やHACCP
マニュアルを作成し、全国で説明会を
開催して取り組みを強化した。事件、
事故、製品回収、震災、不祥事など危

費者の品質や安全・安心に

とが求められ、それには平常時から危

機をあげればきりがなく、万が一発生

対する要求は世界一厳しい

機管理体制を推進し、初動体制を遅滞

した際にも、企業の社会的評価の低下

とされる日本。安全で安心

なく機能させることが重要であり、飲

を最小限にするため、普段から危機に

して飲める商品を提供することは最も

料業界も事あるごとに、この認識を強

基本的な使命であり、飲料業界も品質

ブームの連鎖で市場拡大
主力品に広告、販促を集中

飲

料の成長は新製品に依存す

本たばこ産業（JT）の「桃の天然水」

る部分が多く、1990年代後

（96年発売）は、小型ペットボトルの自

半から2000年代にかけて特

主規制廃止のタイミングをつかんで、

対する意識を高く持つことが重要とさ

にこの傾向が強まった。メーカーは、

ヒットを飛ばし、
2年後には1600万ケー

めてきた。特に2000年の大手乳業会社

れ、時代を追うごとに飲料業界にもこ

ヒットを確信したカテゴリーに独自性を

スを販売。この頃になると主力新商品

管理はもとより、表示や容器の安全性

の集団食中毒事件以降、食品の安全性

の認識が強まってきた。

加えて新商品を発売し、これに各社が

に徹底したプロモーションを集中。広

にも真摯に取り組んでいる。だが1990

に対する信頼を揺るがす事件や事故が

追随して市場を形成。やがてこれがブ

告に大物タレントを惜しみなく起用す

年代後半以降、食品業界で異物混入事

多発したため、これを機に多くの業界、

ームを生み、ブームの連鎖で拡大成長

ることも珍しくなかった。キリンビバレ

年に小型ペットボトルの自主規制が撤

故やO-157事件、環境ホルモンや遺伝

企業がその対策について真剣に取り組

を遂げてきた。91年にカルピスが発売し

ッジは 2000 年に「生茶」で伊藤園の

廃されると、500㎖の小型ペットボトル

子組み換え等がクローズアップされる

んだ。飲料業界でも98年に飲料への毒

た「カルピスウォーター」は、飲料史

「お〜いお茶」の牙城に挑んだことで緑

商品が相次いで発売され、ブームの一

オー
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ラウエストジャパンを設立したことだ。

時代を映す
この出来事

90 年代後半に一世を風靡した、コカ · コーラシス
テム「ジョージア」のキャンペーンは史上最高の
4400 万通の応募を記録し、サントリー「ボス」の
「ボスジャン」も大盛況だった。

中で、安全・安心意識はかつてなく高

物注入事件が相次いだため、全清飲は

に残る空前のヒットを記録し、翌年に

茶飲料ブームを誘発。04年のサントリ

端を担った。缶容器では2000年にリキ

まった。時として安全・安心の確保が

緊急対策検討会を開催し、ステッカー

は年間2450万ケースを売り上げた。こ

ー「伊右衛門」は新製品の年間販売量で

ャップが可能なボトル缶が開発され、

損なわれるような事態が起きてしまっ

づくりや新聞広告を掲載し、業界をあげ

れを契機に薄味志向が高まり、2000年

は過去最高の3420万ケースを達成した。

キリンビバレッジのウーロン茶「聞茶」

たことも確かで、飲料も例外ではない。

て事件防止に努め、大手乳業会社事件

代のニアウォーターブームにつながっ

ヒットの背景には新容器の導入も大き

は、ボトル缶に陶磁器風のデザインを

そこでは、迅速かつ適切に対処するこ

の際にも事故防止ガイドブック（清涼

た。ニアウォーターに先鞭をつけた日

い。大型ペットボトルが主流の中で、96

採用し1300万ケースを販売した。

※社名は当時のもの
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2006年

1995年 容器包装リサイクル法
（以下、容リ法）
の制定

ペットボトル再商品化の業界計画の発表
1996年 小型ペットボトルの自主規制廃止
1997年 ペットボトル、ガラス容器に容リ法が適用
2000年 紙とその他プラの容器包装にも拡大し、容リ法が完全施行
2003年 ペットボトルのボトルtoボトルのリサイクルが開始
2004年 容リ法見直しが環境省・経済産業省の審議会で始まる
2005年 3R推進団体連絡会の結成、翌3月に自主行動計画の発表
2006年 改正容リ法が成立、消費者、市町村、事業者の役割分担を維持
2007年 ペットボトルのリサイクル率80％以上を達成
2014年 容リ法の第2回見直しが開始

て商品が消費された空容器

済協力開発機構などによっ

拡大の主張に反論できるようになって

な努力によって大きく促進され︑責任

やリサイクルが全清飲と関係者の大変

見直しの頃にはペットボトルの軽量化

にせざるを得なかったのが理由です︒

ずに運動を開始したので政府は前倒し

容リ法に不満なEPR論者が待ちきれ

組み︑ 年に3R推進団体連絡会を結

ユース﹂
﹁リサイクル﹂の3Rに取り

確認し︑事業者は﹁リデュース﹂
﹁リ

の役割深化と主体間連携の重要性を再

りかねないと主張︒このとき︑三主体

効果が見込めず︑社会コスト増大とな

携し︑役割分担の変更は環境負荷低減

法制度の改正や大規模な自然災害の発生など、社会状況の変化を乗り切るべく、
清涼飲料業界もさまざまな対応、
そして決断を迫られてきました。
このページでは、過去10年間の主な出来事をクローズアップ。
当時の専務理事の話を通して、全清飲の取り組みをお伝えします。

2006年

容器リサイクル法の見直し

10

担が公平になるとか︑事業者の負担増

とその価格転嫁を通じて容器包装廃棄

物が減少するというものでした︒

業者責任拡大運動の中心になりました︒ 任を拡大すれば︑市町村と事業者の負

04

法は︑施行後 年の2005年に見

10

直しをすべきと定めていました︒ 年

に審議がスタート︒実際には 年を待

全清飲は関連業界および経団連と連

05

あのとき業界は

リサイクル 8 団体が集まり3 月28 日「容器包装に係る 3R 推進自主行動計画に関す
る記者説明会」を日本経団連会館で開催。

たずに見直しが始まったわけですが︑

成︒自主行動計画を遂行しています︒

についてもメーカーが処

いました︒

激しい攻防の末に我々の主張が通り︑

年に現行の三主体の役割分担が維持

06

理・処分の責任を負うべしという拡大

生産者責任論︵以下︑EPR︶が提唱

事業者責任を果たし反論

が始まりましたが︑大きな改正にはな

され︑日本でも1995年に容器包装

3 0 0 0 億 円︑ う ち 清 涼 飲 料 分 は

らないでしょう︒全清飲は容リ法の制

法律見直しの最大の論点はEPRで︑ できました︒

分別収集は市町村︑再商品化︵リサイ

1000億円と推定︶の全部または一

定と見直しに大きく関わっているため︑

2

リサイクル法が制定されました︒この

クル︶は事業者という三主体の役割分

部を負担することが求められました︒

今後も政府や市町村︑消費者団体︑リ

14

年から法律見直しの第 ラウンド

担を基本的な枠組みとし︑リサイクル

EPR論者は︑全国的な組織を立ち上

サイクル関係業界との議論において主

法律は︑容器包装の分別排出は消費者︑ 事業者は市町村の分別収集費用︵年間

や廃棄物の削減に大きな成果をあげて

げて国会への請願をするなど︑活発な

きました︒

要な役割を担っていかねばなりません︒
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Ohira Atsushi

運動を展開︒その主張は︑事業者の責

大平 惇

当時ペットボトルのリサイクルが確

専務在任期間 2004年5月〜08年5月（現相談役）

立されていないことなどを理由に︑清

涼飲料業界は小型ボトルの製造や自販

機での販売を自粛︒しかし同年︑再商

品化の業界計画を発表︑ 年には自主

規制を撤廃しました︒その一方で︑一部

の市民運動家がペットボトルを悪い容

器の象徴と位置づけ﹁PETボトルを

やめさせる会﹂を組織︒容リ法改正を

求める全国ネットワークへ発展し︑事

96

経

社会の変化にどう対応したか？

容器リサイクル法の見直し

消費者︑市町村︑事業者
それぞれの役割分担を維持

容器包装リサイクル法見直しへの対応の流れ

1995 年に制定の容器包装リサイクル法は、家庭から排出する容
器包装廃棄物の減量化と資源の有効利用のため消費者が分別排出、
市町村が分別収集、事業者が再商品化という役割分担を定めたも
の。2004年からの見直しで「事業者の責任を分別収集にまで拡大
すべし」との主張が一部から出た。事業者は 3R 推進団体連絡会
を結成し、自主行動計画を発表するなど３Rを推進。1年半の長期
にわたる激しい議論の末、
「現行の役割分担は環境保護、社会コ
ストの観点から合理的である」として維持された。

2011年

東日本大震災津波

3月11日14時46分に東北地方太平洋沖で地震が発生。巨大な津波
も発生し東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をも
たらした。また福島第一原子力発電所で大量の放射性物質の漏洩
を伴う重大な原子力事故となり、一時期、東京の水道水からも基
準値を超える放射性物質が検出された。清涼飲料業界は被災者の
ライフラインとしての「水」の提供に尽力するとともに、安定供給
に向けたペットボトルの白無地キャップへの統一や、節電要請に対
応して自販機を輪番で停止するなど、さまざまな協働を行った。

2011年 12 月19 日、農林水産省 鹿野道彦大臣より業界の被災者支援に対して感謝
状が授与された（写真右手が全清飲 前田仁会長）
。

2014 年

消費税8％へ増税

2013 年 11月22日、公正取引委員会へ「転嫁・表示カルテル」を届出。その記者会の
模様はＴＶでも放映された。

2014年4月からの8％への増税を控えた2013年3月、
「消費税対策
小委員会」を発足。会員各社が円滑かつ適正に消費税の転嫁を行
える環境を整えるよう理事会の承認を得て、11月22日「転嫁・表
示カルテル」を公正取引委員会に届出、同日、記者会見を行った。
転嫁カルテルでは自販機で販売する商品価格の端数処理において、
「切り上げ（1 円単位）
」を選択。このことが世間から注目を集め
ることとなった。2014年4月、8％に増税後、各社、それぞれが適
正に転嫁されるよう価格改定した。
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東日本大震災津波

ひとつは水というライフラインを提

ができたと思っています︒

の大きな使命を果たすこと

トボトルのキャップについては︑白無

部工場の被災で供給不足に陥ったペッ

を全清飲が担ったのです︒さらに︑一

依頼しました︒
″ 超 〟緊急時のハブ機能

省・自治体と連携して各社への供給を

続する﹂という共通の目標に向けて大

れぞれ異なりながらも︑
﹁自販機を存

ました︒みなさんの置かれた状況がそ

機協議会で決定︒達成することができ

％以上の節電﹂の実行を清涼飲料自販

の節電﹂を上回る﹁東京電力管内で

﹁水﹂
提供の使命と
重要な販路︑自販機を守る

供する使命を再確認し︑その役割を果
地キャップへの統一を業界に働きかけ︑

日本大震災津波では︑ つ

たせたこと︒支援物資として届けた飲
きな決断をしてくださったことが︑こ
の結果につながったものと思います︒

もうひとつの使命は自販機を守るこ
で対処していく││︒そんな日々でし

体への対応︒問題が起こっては手探り

マスコミからの問い合わせ︑市民団

と︒電力不足で計画停電が実施され︑

教訓を糧にして危機対応力を

さらに︑東京の水道水から基準値を
たが︑私自身︑全清飲での経験も長く︑

前職で水源涵養活動を行っていた経験
け︑自販機対策会議を開催しました︒

日には当時の前田会長が各社へ呼びか
示とサポートがいただけたことなど︑

ていたこと︑また会長から的確なご指

と極めて良好な人間関係が出来上がっ

運営委員をはじめ各委員会のみなさん

自販機への風当たりは強まりました︒
月 日に 時間消灯を発表︒ 月

から︑
﹁地下水は大丈夫﹂と直感しま
その後も東京都知事の発言などが追い

大きなインパクトがありました︒私は

した︒しかし︑未検査のまま安心だと

多くの方々の支えで乗り切ることがで
東日本大震災津波はさまざまな教訓

打ちをかけましたが︑自販機は重要な
らうため︑今︑何をどのように発信し

と経験を業界に残しました︒これが会

はいえません︒早急に検査機関での調

ていくべきかを徹底的に議論しました︒

員各社の中に蓄積され︑業界の強い危

きたと思っています︒

そうして自販機はかねてから節電に

機対応力として醸成されていくことを

パニックを起こすことなく鎮静化が図

注力し︑成果を出していることをアピ

願っています︒

ただ︑依然として品薄感は続きまし

れたと思います︒
た︒特に乳幼児用のミネラルウォータ
ール︒加えて政府が求める﹁ ％以上

﹁自

に委員会での検討と︑公正取引委員会

図れるよう︑環境整備に努める﹂ため

て︑私たちが選択したのは﹁記者会見

信しなければと考えたのです︒そうし

販機での販売価格が 円上
がるのでは？﹂
︒消 費 増 税

そして各部長で構成する﹁消費税対策

の立場を越え﹁消費増税﹂という課題

大手会員︑中小企業の組合会員が互い

は行いませんでした︒しかし今回は︑

品税の廃止もあって全清飲として届出

ルが認められましたが︑そのときは物

なりました︒全清飲では会員 社と私︑ ％﹂が導入されたときにも転嫁カルテ

実は1989年に初めて﹁消費税３

のです︒

説明責任を果たす場が必要だと思った

していく︒その方針を伝えるためには︑

各社がさまざまなやり方で増税に対応

商品があったり︑容量を見直したりと︑

でバランスを考慮し︑価格を据え置く

げするわけではない︒自販機事業全体

必ずしもすべての商品を一律に値上

を開く﹂ということでした︒

への照会を重ねていきました︒

小委員会﹂を2013年 月に発足︒

に対して一枚岩となって取り組みまし

全清飲への問い合わせが増えるように

の議論の本格化とともに︑

岩尾 英之

Iwao Hideyuki

ー は 優 先 的 に 提 供 で き る よ う︑農 水

査を手配し︑安全を宣言できたことで︑ 販売ツール︒必要性を広く理解しても

4

物資の 倍の量を提供しました︒

25

超える放射性物質が検出されたことも

流網の寸断や燃料不足の中︑国の支援

約1600万本︵500㎖換算︶
︒物

東

Kumon Masato

公文 正人

料は︑把握できただけでも800万ℓ︑ 安定供給の一助となりました︒

専務在任期間 2008年5月〜12年5月
専務在任期間 2012年5月〜

12月19日〜 3月 自販機協議会は政府要請の関西電力管内10％以上、九州電力管内5％以上の削減達成

2014年4月1日 消費税が5％から8％へ増税。自販機での販売価格が1998年から16年ぶりに順次、改定

16

会議を重ねて 月の総会時に消費税引

成立︒消費税の転嫁の方法について︑

た︒このような連携は全清飲の歴史上︑

嫁・表示カルテル﹂を届け出た当日︑

記者会見は︑公正取引委員会に﹁転

消費税転嫁の端数処理で︑自販機は
﹁切り上げ︵ 円単位︶
﹂としたのは

2013年 月 日に開催︒この場で

例がなく︑貴重な経験になりました︒
正取引委員会に事前に届け出ることで
独占禁止法に違反することなく行うこ
と が で き る よ う に な り ま し た︒こ の
﹁転嫁カルテル﹂届出は︑会員の 分

説明責任から記者会見に挑む

業界団体として共同行為を行っても公

そのような中︑特措法が 月 日に

発表しました︒

き上げについての﹁基本スタンス﹂を

5

はっきりと言うべきことは何か││︒
会見中に心がけていたのは︑その一点
を意識することでした︒

﹁中小事業者が︑不当な負担や圧迫を

月 の ガ イ ド ラ イ ン 公 布 後︑

で︑全清飲はこの条件に合致していま

るなど︑世間の関心は高まり続けてい

に全国紙で自販機の値上げが報道され

ることが一番の懸念材料でした︒すで

﹁便乗値上げではないか﹂と誤解され

一本の道を創ったといえるでしょう︒

会員が結束を固める︒その未来に続く︑

した︒全清飲が母体となり大手と中小

を︑あらためて認識させられるもので

料業界が消費者に与える影響の大きさ

﹁転嫁カルテル﹂の届出は︑清涼飲

受けないようにすること﹂
︑加えて

ました︒ですから︑私たちの真意を発

し た︒

﹁すべての会員企業が︑適正な転嫁を

円単位でしか販売できないためですが︑

22

4月6日 全清飲は自販機対策会議を発足。節電対応などについて協議
9月25日 「転嫁・表示カルテル」
の届出と転嫁拒否などの相談通報窓口設置の検討を公表

3

4

の 以上が中小企業であることが条件

11

4月13日 ペットボトル飲料の需要増に対応。ペットボトル用樹脂キャップを白無地へ統一
11月21日 第6回理事会にて
「転嫁・表示カルテル」
を承認

6
10

東京金町浄水場の水道水から基準値を超える放射性物質を検出。全清飲は清涼飲料の
原料用地下水の放射性物質検査を実施して未検出であることを4月15日にHPで公表
9月10日 「特措法」
ガイドラインが公布

15

3月23日
7月19日 全清飲主催の
「特措法」
の説明会を公正取引委員会などの協力で開催

24

1

清涼飲料自販機協議会（以下、自販機協議会）
は東京・東北電力管内の計画停電地域設
置の自販機24時間消灯を発表

消費税 ％へ増税

5月31日 総会時に消費増税への基本スタンスを発表

一枚岩で転嫁 カルテル届出
会員の連携強化で一本の道

2013年3月21日 「消費税対策小委員会」
を発足。業界として対応を議論

9

26
27

2

3

東日本大震災津波が発生、工場・倉庫、車両や自販機などが被災。容器調達の制約、物
流の混乱も加わり深刻な品不足に陥る
（迅速な努力により回復し、4月末には供給が安定）
2011年3月11日

2

10

8

5

3月16日

8

東京・東北電力管内で電気使用制限令が発動。大手需要家は15％削減を要請される。
自販機協議会は東京電力管内25％以上、東北電力管内15％以上の削減達成
7月〜 9月

公正取引委員会へ届出後、記者会見を開催
ＴＶカメラが4台、合計37名の記者が集まった
11月22日

3

3月15日 被災地への飲料の提供を会員各社へ呼びかけ

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に
関する特別措置法」（以下、特措法）
が成立、10月1日施行
6月5日

6

2011 年
東日本大震災津波への対応の流れ

2014 年
消費税8％増税への対応の流れ

直近 年の動 向

清涼飲料業界

マーケット拡大と構造変化
﹁成長期﹂を経て﹁成熟期﹂に到達した清涼飲料業界︒
過去 年で不況︑大震災︑原料高︑流通変化など
さまざまな苦難を乗り越えてきました︒

記録的な猛暑となった 年から 年まで

価値をあらためて認識する契機にもなった︒

ラインである水提供に尽力するなど︑商品

などさまざまな問題が発生︒業界はライフ

商品戦略やチャネル戦略では質的変化にも対応しています︒

﹁成熟期﹂
迎え︑質的拡大へ
不況︑大震災を克服し発展
日本経済は人口減少と少子高齢化時代を

「全清飲 周年」から現在までに、世の中はどう変わったのか？
このページでは「マーケット」「環境」「自販機」など、
それぞれの側面から、業界の「この 年」を見つめました。

の時期である︒高付加価値型の商品なら高
額でも売れる︒トクホ飲料やエナジードリ
ンクなどは︑こうした背景で生まれた︒

存在感増したコンビニエンス
自販機はパーマシンの競争へ
消費者のライフスタイルは過去 年あま
りで劇的に変化し︑これは飲料の流通チャ
ネルにも大きく影響した︒中でもコンビニ
エンスストアのシェアが一気に増し︑スー
パー︑自販機とともに︑
﹁飲料の 大流通﹂
の一角を占めるまでに成長した︒
﹁ 安い ﹂
だけでは満足しない消費者を捉え︑新製品

維持︑拡大が目標であり︑時には販売量拡
た方向に生産・流通形態が変化した︒

を売り物に拡大し︑量産・量販とは異なっ

を中心とした豊富な商品の品揃えと便利さ
大を狙った低価格戦略もある︒一方︑中小
年でコンビニにも浸透︒これは 年以降

に台頭したPBの影響によるところが大き

超低価格を武器に飲料にも流通PBの波が

特にデフレの深刻度は日増しに高まった︒

デフレの狭間に立ち︑競争関係は激化し︑

原料高の中で業界は川上インフレ︑川下

売﹂という従来の常識は根底から崩れた︒

それに引きずられて︑
﹁コンビニは定価販

みならずコンビニの棚をもじわじわと席巻︒

い︒NBより安いPB商品が︑スーパーの

は﹁成熟期﹂に差しかかったといえよう︒
押し寄せ︑新たな競争軸が生まれたのもこ

した動きがさまざまな場面で見られた︒

スーパーの専売特許だった特売は︑この

は生き残ることが第一目標となり︑特定の
とが戦略のカギとされ︑この 年は︑こう

に消費増税や冷夏などから前年を割ったが︑

％︑

生産量は約2000万㎘に達し︑子どもか

年間で︑生産量で

以降急激に景気が傾き︑世界同時不況のあ

に2008年 月に起きたリーマンショック

年からの

市場セグメントをターゲットに集中するこ

生活防衛意識が高まり︑消費者の購買意識

波では︑サプライチェーンの寸断や節電対応︑
成熟期においては︑大手企業はシェアの

過去 年で最も存在感を発揮したのはミ

約200万㎘増えているが︑その前の 年

放射能対策︑風評被害︑消費者心理の変化

コモディティ化に拍車︒各社は﹁踊り場﹂

ネラルウォーターだ︒安全・安心志向の高

や購買動向にも大きな変化が見られ︑節約

一方︑飲料にとって切っても切り離せな
から抜き出ようと濃い茶系や抹茶入りなど

まりにより︑
﹁飲む水﹂以外に炊飯用など

間︵ 年〜 年︶の伸び率︵ ％︶に比べ

い自販機だが︑コンビニとの競合が進む中
多彩な商品戦略で応戦した︒秋冬はホット

﹁使う水﹂需要も高まり︑生活水として市場

る攻防戦が恒例となったが︑全体的にはゼ

を契機に備蓄用の見直しも進んだ︒スパー

競争で需要を刺激した︒東日本大震災津波

価格戦略が需要を広げ︑輸入品はブランド

に定着した︒国産品は大型ペットボトルの

値自販機の導入を急ピッチで進めてきた︒
ロサム成長が続いた︒健康志向の高まりで︑

クリングやフレーバー系も需要を刺激した︒

缶コーヒーは︑春秋の上位ブランドによ

工場や工事現場に設置されている自販機
砂糖・ミルク入りの構成比が減少する中で︑

かけて脂肪の燃焼を助ける成分を含む飲料
タボ健診が義務付けられたことで一気に伸
びた︒景気が傾くと一時的に消費は冷え込

また︑Webの発達によりネット通販と

上に天候に左右されたのも事実で︑安定成

展開が需要のカギを握った︒だが他分野以

この 年も二大勢力によるマーケティング

の動きは今でも続いている︒

クホ飲料が第 次ブームを巻き起こし︑こ

今でも飲料にさまざまな影響を与えている︒

南アジア︑オセアニア︑アメリカなどに向
け海外戦略が加速し︑買収や資本参加︑販
売提携などM＆Aも活発化した︒成長性や
コーラや缶コーヒー︑機能性飲料︑透明炭

地生産や現地販売︑輸入販売︑輸出展開な

領域の拡大の一環として長期的に捉え︑現

収益性ではまだ課題は残るが︑各社は事業
酸など﹁ゼロ﹂系がカテゴリーを超えた横

中でも高度経済成長を続ける中国や東南

ど取り組みはまちまちとなっている︒
アジアが最大の焦点となっており︑共通の
食文化という側面も進出を助長している︒
人口減少など社会構造の変化を受けて︑

の考えは︑飲料の海外展開にもあてはまり

﹁シンク・グローバル︑アクト・ローカル﹂

世界的視野で捉え︑地元の立場で行動する
過去 年で飲料も海外展開が加速した︒国

事業領域拡大へ海外進出加速
買収︑資本参加などM＆A活発

ジードリンクがブームの産声をあげた︒

断的な広がりをみせた︒この時期にはエナ

年にはカロリーや糖質などを抑えた

2

年来ヒットしているコンビニコーヒーは︑

で︑この 年のメーカーの戦略は︑設置台
専用の小型ペットボトルがコンビニのウォ

れば拡大はペースダウンし︑国内飲料業界

07

数の競争からパーマシンの向上に移行︒さ

一方で︑ 年に発生した東日本大震災津

10

ーマーを賑わした︒

は︑操業短縮や建設の着工率減少など景気

トクホ系の機能性飲料は 年から 年に
として爆発的なヒットを飛ばし︑ 年にメ

可能なボトル缶が席巻した︒
典型的な寡占化市場のスポーツドリンク︒

いう新たなチャネルも創出された︒小売業

んだが︑ 年に新たなエビデンスによりト

ではスーパーがネットスーパーに進出した

長には至らなかった︒ここ数年は熱中症対

茶系飲料は︑緑茶やウーロン茶︑ブレン

系・オフ系が加わり市場は活性化された︒

要のカギを握ったが︑炭酸両分野にゼロ

ランドによる大規模なプロモーションが需

明炭酸が席巻し︑コーラは引き続き 大ブ

はの動きが出た︒炭酸飲料は︑コーラと透

飲料カテゴリーにおいても成熟期ならで

日常飲料に定着したミネラル水
トクホやエナジーが新分野を創出

り︑コンビニが宅配を手がけるなど新しい

機チャネルの強化につなげる企業も増えた︒

08

策用として需要が高まった︒

12

ペレーター会社に資本参加することで自販

各社が微糖に金色缶を導入したことから

07

﹁金色戦争﹂も起こり︑無糖はリキャップ

の影響をモロに受け︑これを契機に自販機

年頃から微糖・無糖タイプが市場を創出︒

能の付加︑電子マネー対応機など高付加価

35

動きも見逃せない︒

10

13

04

ビジネスの見直しも進んだ︒オペレーショ

02

ン機能を担当する新会社を設立したり︑オ

06

と判断︒グローバル視点で大きな遅れをと

ていては経営基盤の弱体化は避けられない

内市場が成熟化し︑このまま国内に依存し

そグローバル化の最終地点といえる︒相手

えながらも相手国の売場を埋め尽くしてこ

日本発のブランドや開発商品が︑中身を変

そうだ︒だが最終的には技術革新に則った

はほど遠い︒

︵執筆／金井順一︶

企業の収益をあげるだけではグローバルに

っていた飲料だが︑この 年はやっと海外
大手から中堅までヨーロッパ︑中国︑東

戦略のスタートラインについたといえる︒

10

ド茶︑麦茶︑紅茶などで構成︒上位ブラン
ドによるパワーゲームが展開され︑飲料最
大の激戦区となり︑飲料市場を牽引してき
た︒だが大型ペットボトルの特売が過熱し

健康志向を反映し、さまざまな分野にトクホ飲料が参戦して品揃え
が拡充されている。

12

10

2

シンガポールのスーパーに所せましと並ぶ日本の清涼飲料。

10

95

10

10

らに各社は自販機の省エネ化やインフラ機

志向が重くのしかかった時期でもあった︒

12

年連続で記録を更新した生産量は︑ 年

10

3

ら大人まで一人当たり︑毎日432㎖も消

迎え︑過去 年はこの傾向が加速した︒さら

10

おりから消費者心理は冷え込み︑飲料消費

50

費する巨大な市場を形成している︒

13

にもジワジワとその影響が出た︒消費者に

10

10

28
イラスト／寺山武士

29

10

14

東日本大震災津波の直後、当地にあるみちのくコカ・コーラボトリ
ングがいち早く被災地にかけつけて飲料を提供。命綱となった。

10

4
05

10

9

11

10

環境問題
３Rの推進や︑地球温暖化対策など︑
さまざまな環境対応が求められています︒
全清飲は会員や関係団体と連携して︑

リデュース︑リユース︑リサイクル
３ 推進団体連絡会などが推進

行政に働きかけるなど︑多様な取り組みを進めています︒

消費者のライフスタイルなど
容器の進化に合わせ対応

アルミ缶︑さらに1982年にはペットボ

ラスびんがメインだったが︑スチール缶や

何度も繰り返し使用できるリターナブルガ

R︵リデュース・リユース・リサイクル︶

のリサイクル団体が集まり︑容器包装の３

した３R推進団体連絡会︒容器包装 素材

進していくことを目的に︑ 年 月に発足

度で ・ ％となっている︒なお現状の指

以後︑さまざまな活動の結果︑直近の 年

の第二次自主行動計画﹂を掲げ︑現状︑一

を対象とする﹁容器包装の３R推進のため
連は環境と経済の両立を基本に︑地球温暖

である﹁京都議定書﹂を採択したが︑経団

減﹂
﹁2010年エネルギー使用原単位を
1990年と同水準﹂を掲げて︑取り組み
を 強 化︒ 循 環 型 社 会 形 成 目 標 に は
﹁2010年の再資源化率 %以上﹂を掲
げて︑廃棄物排出削減と再資源化に取り組
んできた︒
現在は︑さらなる温暖化防止を目指し︑
% 削 減 ﹂を 掲 げ て 経 団 連 次 期 計 画

﹁2020年CO 2排出原単位を1990
年比
﹁低炭素社会実行計画﹂に参画︒廃棄物削
年度比

％削減︶
﹂
︑再資源化として

減については﹁最終処分量3000ｔ以下
︵
﹁再資源化率 %維持﹂を掲げて︑達成に
清涼飲料は多くの消費者から愛され︑か

向けて取り組みを加速させている︒

直し対応が重要なファクターとなるだろう︒

動に直結した自主的な取り組みや法制度見

を担うことが予見される︒消費者の購買行

境対応のあり方についてさらに重要な役割

つ浸透する︑身近な存在である︒今後︑環

20

年に制定の容器包装リサイクル法を推

トルが登場︒技術開発や消費者のライフス
の円滑な推進と普及啓発を行うとともに︑
月に

地球温暖化対策と
循環型社会形成

制化が何度も議論された︒業界として﹁先
化対策としてのCO 2排出削減︑循環型社
﹁環境自主行動計画﹂を策定︒全清飲も
年から参加し︑製造工場を対象として目標
地球温暖化対策目標には﹁ 2010年

を策定︒毎年実績を報告してきた︒
C O 2排 出 原 単 位 を 1 9 9 0 年 比 6 % 削

曽田教授に参画を依頼︒
﹁自販機加振試験﹂
などの理論的な裏付けを得て︑
﹁業界統一
の据付規準﹂の策定に取り組んだ︒
年には原案に客観性を付加するべく︑

学識経験者︑中央行政・地方自治体︑市民

95

40

画として︑設置先の許可を得て﹁時間帯グ
ループ輪番制等による冷却機能停止﹂や一
部飲料自販機の﹁販売休止﹂を行った︒こ
の結果︑東京電力管内で最大使用電力を前
年比 ％以上︑東北電力管内において ％

続しており︑電力需要が高まる夏季︑冬季

以上を削減した︒この取り組みは現在も継

付規準策定委員会﹂が始動︒そこでの検証

表︒さまざまな工夫を積み重ねた結果︑

を策定し︑毎年６月には︑前年の実績を公

﹁自主行動計画﹂および﹁短中長期目標﹂

進していくための取り組みに注力している︒

の進化に加えて︑運用面からも省エネを推

でに２４９６人が合格しており︑ 年以降

付講習会および検定試験﹂を実施︒現在ま

底するために︑ 年より毎年︑
﹁自販機据

さらに︑業界内への据付規準の周知を徹

は︑検定合格者の更新試験も実施している︒

致地区︑景観地区における自動販売機自主
景観ガイドライン﹂を策定︒翌 年に施行
された︒指定地区では自治体からの要請に
応え︑自販機協議会が推奨する色彩を適用

は︑ 年︑自販機４団体が﹁自販機耐震化

び東北電力管内計画停電実施地域において︑
月 日より﹁自販機照明の 時間消灯﹂

建築耐震構造学の第一人者︑早稲田大学・

が発動された︒そこで︑業界の自主行動計

﹁使命﹂は高まっていくものと考えられる︒

指すのはもちろん︑さらなる機能追求の

も清涼飲料の進化と社会的役割の向上を目

らない﹂存在となりつつある自販機︒今後

る︒こうして︑社会と共生し﹁なくてはな

な機能を備えた自販機の設置も増加してい

示板に情報を掲載する自販機﹂など︑新た

料で商品を提供できる自販機﹂や﹁電光掲

近年では︑震災を契機に注目された﹁無

に実施している︒

団体から成るメンバーにて﹁自動販売機据

74
99

を経て︑ 年２月︑
﹁自動販売機据付規準﹂

全国で稼働している自販機は約250万

年の総消費電力量は︑ 年比で ・ ％の

自販機が社会との共存を図っていくため

定の成果を残している︒

安全と安心を確保するため
業界統一の設置規準を策定

技術研究会﹂を発足︒自販機の直固定設置

を実施︒さらに 月︑両地域の﹁大口需要

また︑ 年 月 日に発生した東日本大

して足並みを揃えている︒

る﹁エコ・ベンダー機能﹂をはじめ︑
﹁部

に 関 す る Ｊ Ｉ Ｓ 基 準 で あ る﹁ J I S B

家に ％削減を強制する電力使用制限令﹂

自販機の安全・安心を高める動きとして

分冷却・加温システム﹂や﹁真空断熱材﹂

8562 1996自動販売機 据付基準﹂

震災津波の際には︑東京電力管内全域およ

の採用︑さらに﹁照明センサー﹂によるＯ

と﹁同等以上の安全性確保﹂するために︑

している︒

60

全清飲が社団法人化した 年前の容器は︑

タイル︑流通構造の変化など︑容器は社会
年

﹁自主行動計画﹂
︵ 年度実績を基に 年度

献することを目指している︒

動きがあった︒例えば2004年の容器包
が目標︶を発表し一定の成果を獲得︒ 年

その背景には︑飲料容器に対する規制の
装リサイクル法の見直しの際には︑ワンウ
わが国は 年 月︑地球温暖化防止対策

行したEUでリターナブルボトル維持の効
部の目標値を上方修正するなど︑着実な取

月には︑ 年度から 年度までの 年間

果がなかったこと﹂や﹁社会コストが膨大

イクルの推移を見ると︑全清飲が出資した

あり︑同年の回収率は ・ ％であったが︑

会形成に向けての廃棄物排出削減を目指す

り組みを行っている︒

この他にも︑さまざまな課題︑問題に対
業した 年が本格的なリサイクルの開始で

﹁よのペットボトルリサイクル︵株︶
﹂が操

この 素材の中でもペットボトルのリサ

し︑活動理念の第一に掲げる﹁公共の利益

らなかった︒

と調和のとれた清涼飲料業の発展﹂を最優
先のミッションとし取り組んでいる︒

自販機対応
日本独自の清涼飲料文化の醸成に大きく貢献してきた
﹁清涼飲料自動販売機﹂
︵自販機︶
︒
環境配慮︑安全・安心対策など
さまざまな側面から社会に貢献していくための活動が進んでいます︒

台︒
﹁省エネ化︑耐震化︑社会貢献に取り
削減を達成した︒

が制定された︒

組むことで︑社会との調和を図り︑健全な

で進んでおり︑省エネ型自販機の積極的な

には︑
﹁要望への柔軟な対応﹂が求められ

景観維持や災害時の貢献
社会の要請に応えていく

による﹁清涼飲料自販機協議会︵以下︑自

導入︑特に最新省エネ機である﹁ヒートポ

なお︑この削減率は計画を上回るペース

販機協議会︶
﹂が発足した︒自販機にかか

る︒その観点から︑例えば 年には︑
﹁風

電力量を当初と比較すると︑ 年まで︑

％以上の削減を実現している︒その要因と

﹁屋内設置自販機の照明 時間消灯﹂も一

ンプ自販機﹂の普及促進が貢献している他︑

1991年にスタート︒ 台当たりの消費

自 販 機 の 電 力 量 削 減 の 取 り 組 み は︑

議会を中心に展開している︒

わる活動は︑全清飲内に事務局を置く同協

９月︑清涼飲料自販機関連の４団体︵＊︶

成長を目指す﹂ことを目的に︑2008年

計画を上回るハイペースで
使用電力量の削減を達成

08

Ｎ ＯＦＦの自動コントロールなどが寄与

しては︑夏の午後に冷却運転をストップす

※ PET ボトルリサイクル推進協議会調べ
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であったこと﹂などを主張し法制化には至

ェイ容器に対する強制デポジット制度の法

4
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旧回収率
9.7

標は︑リサイクル率である︒

40

加盟団体相互の情報交換を図り︑社会に貢

85.8

的な変化に対応して進化し続けている︒

リサイクル率
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47.2％
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＊一般社団法人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整備協会、一般社団法人全国清涼飲料工業会
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３R を進めていくためには消費者啓発が重要であり、日本
最大級の環境展「エコプロダクツ展」にて PRしている。

ペットボトルのリサイクル推移
07

8

97

-

32.4％
削減
27.5％
削減

3

100

回収率

20

11
10
09
08
07
06
05
00

R

95
05

15

91.4

97

3

77

25

100
（％）

11

14

00
総消費電力量削減の進捗状況
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1

また︑ 年からは自販機そのものの性能
09

-

安全・安心・食品表示
度重なる食中毒や食品偽装││︒

検出︒全清飲は各社が使用している原水を

圏の水道から基準値を超える放射性物質を

東日本大震災津波関連の対応では︑首都

の協力を得て︑清涼飲料に添加されたビタ

ガイドライン﹂廃止により︑日本果汁協会

前者は﹁ビタミンＣ含有菓子の品質表示

は﹁熱中症対策表示﹂ガイドラインを制定︒

ミンＣ量をレモン果実の個数で表示する場

検査し︑
﹁未検出﹂を公表した︒また 年
月 日より︑食品に含まれる放射性物質
合には︑
﹁レモン果実 個当たり ㎎換算﹂
を基準とすることが適切と定めている︒一

の新しい基準値が厚生労働省より適用され
たのを受けて︑品質管理をより一層強化︒
方︑後者は夏場の熱中症予防対策として︑
水分と塩分を合わせて摂取することが推奨
さ れ て い る こ と か ら︑
﹁ 熱中症対策 ﹂と
ム濃度として︑飲料100㎖当たり 〜

POPなどで表示できるのは︑
﹁ナトリウ

業界発展のため︑消費者にとって分かり
㎎︵＊ ︶含有する清涼飲料水﹂とした︒

量﹂表示ガイドラインを︑ 年 月 日に

日︑
﹁レモン果実 個当たりのビタミンＣ

のが業界ガイドラインである︒ 年 月

やすい表示などを目指して取り組んでいる

全清飲が主導して実現
業界ガイドライン

商品の安全と安心の確保に取り組んでいる︒

20

消費者庁の誕生や法改正など︑業界を取り巻く環境の変化に
対応するとともに︑消費者の信頼を獲得するために

進められていく中︑全清飲では中小企業

正しい知識の啓発普及など
業界広報の強化へ
広報活動をより戦略的に行うため
2007年 月︑新たに広報室を設立︒
定期的に広報委員会を開催し︑さまざま

正確な情報伝達により市場の混乱防止に寄
与している︒
また︑ 年 月 日︑陽圧缶入りミルク
添加低酸性飲料の製造︑例えばアルミ缶で
のミルク入りコーヒーの製造などについて
は︑
﹁ 日本缶詰びん詰レトルト食品協会 ﹂
により︑製造自粛するよう指導がなされて
きたが︑条件を満たしたものについては︑
製造自粛が解除されることとなった︒その
製造にあたっては︑全清飲に届け出ること
市場ニーズをとらえ︑会員各社が円滑な

となっている︒
事業活動が行えるよう︑近年では海外の情
報収集や国際清涼飲料協議会︵ICBA︶
へも積極的に参加︒情報開示︵表示︶
︑モ
ラル︑商品開発︑技術開発などをキーワー
ドに︑消費者が安全・安心をより実感でき︑
さらにライフスタイルへ貢献していくこと
を目指す︒

も上々である︒
また全清飲ホームページを︑業界のこ
とを幅広く知っていただくためのツール
として活用︒清涼飲料に関する情報を分
かりやすく整理し︑掲載している︒
さらに業界の応援団として清涼飲料の
業界紙 社で構成する清飲記者会ととも

マスコミからの問い合わせへの対応︒ま

その主な役割は︑近年増加傾向にある

た活動を継続して行っている︒

えて︑業界グッドニュースの配信に向け

に︑年末恒例の 大ニュースを選定︒加

きており︑その責務を遂行していくため

近年︑業界広報としての責務が増して
清涼飲料の社会的価値︑貢献度の大きさ

の機能強化に向けて邁進中だ︒例えばマ
スコミや消費者からの問い合わせに対応
力の強化など︑さまざまな課題に対して︑

するためのマニュアル整備や︑情報収集
飲彩﹂では︑清涼飲料業界での取り組み

より機動力を高めた体制で取り組めるよ
なリニューアルを行い︑読者からの評価

うに活動強化中である︒

を業界内外へ広くアピール︒ 年に大幅

関連して︑ 年に創刊した広報誌﹁清

掲げている︒

を広く訴求することを第一の目標として

を外部へと積極的に発信することなど︑

た︑各部︑関係団体と連携した取り組み

な業界広報に取り組んでいる︒

80

商品の安全・安心の対策をさらに強化しています︒

らしく現場力やスピード力を活かし︑お

2

ジからリンクするなど︑消費者の不安払し

めており︑コンプライアンス研修などに

客様に喜んでもらえる﹁おいしさ﹂
﹁楽

25

ょくに注力した︒

よる技術的なサポートや︑後継者育成︑

しさ﹂
﹁もてなし﹂があふれる商品づく

1

4

12

3

消費者へ安全・安心をアピール
業界全体の底上げに貢献

月には﹁清涼飲料水の規格基準﹂が改正︒

情報配信など︑さまざまな支援を行って

りや︑会社の特色を広く知ってもらうた

09

ＰＬ法︵製造物責任法︶が1995年に

消費者庁の誕生をはじめ
食品を取り巻く環境が激変
食品事件や事故が相次ぎ︑ 年︑迅速な
解決を目指して消費者庁が発足︒消費者行

月に施行 ︶

る危害発生を防止する﹁食品衛生法﹂
︑国

こうした動きに対応し︑全清飲では随時説

さらに各地で﹁まちおこし﹂など地域
活性化の取り組みが行われている中︑

年頃から地域の果汁などを活用した︑い
わゆる﹁地サイダー﹂への関心が高まり︑
全清飲では﹁地サイダー﹂や﹁地ラム

年からは毎年﹁こだわり食品フェア﹂
に出展︒100銘柄を超える商品を一堂
に紹介し︑多くの方々から好評を博して
いる︒

いる︒具体的には2004年から﹁新製

めの広報活動の支援にこれからも取り組

1

施行され︑ 年には清涼飲料水が総合衛生
品質保証部の設置やＩＳＯ9001︵ ＊
政を一元化し︑その使命として﹁消費者が
すことができる社会を実現する﹂ことを掲

年

その成果といえるのが︑ 年６月に公布
された﹁ 食品表示法 ﹂
︵

民の健康維持の観点から定められた﹁健康
ＡＳ法﹂
︶をより分かりやすい表示とする

ボトルの緑茶飲料への農薬混入事件が発生︒

地サイダー・地ラムネなど
中小企業の事業活動をサポート
全清飲の成り立ちを振り返ると︑全国
がルーツといえる︒時代が進む中で︑飲

ネ﹂の認知度を高めるために︑
﹁地サイ

新たな商品が続々と誕生︒

料市場は現在のような大手商品中心とな

ダーガイドブック﹂
︵ 年︶を作成し︑

各地で事業を営んでいた中小企業の会員

ったが︑全清飲には大手の企業会員︑中
小の組合会員の２つの会員制度があり︑
それらの両方が共存共栄を図るという業
界団体としての役割を担っている︒
特に中小企業会員については﹁業界全

品合同発表会﹂を開催し中小企業会員の

国をあげて﹁地方創生﹂の取り組みが

新製品を応援するイベントを主催︒これ

8

管理製造過程の対象品目になった︒各社は
︶を導入︒全清飲など業界団体ではＨＡ

げた︒

主役となって︑安心して安全で豊かに暮ら

約4600名が終了︶を開催するなど︑業

ＣＣＰ講習会︵2015年 月現在 回︑
界全体のレベルアップに取り組んできた︒
しかしながら2000年︑大手乳業会社
による食中毒事件を境に︑異物混入なども
である︒従来の つの法律︵飲食に起因す

り︑自主回収が多くなった︒そこで全清飲

相次いで表面化︒品質が問われる時代とな
は︑ 年 月に﹁清涼飲料事故の防止とそ
国でセミナーを実施︒業界内への周知徹底
べく一元化したもので︑原料や栄養成分の

増進法﹂
︑品質の適正な表示に関わる﹁Ｊ

に取り組んだ︒だが︑その後も食品偽装な
表示が新たに整理されている︒また 年

の対策﹂
︵ 年 月改訂版︶をまとめ︑全

どが続々と発覚︒さらに 年には︑ペット
開栓と未開栓を見分ける方法を全清飲ホー
明会を開催している︒

12

ムページで公開し︑かつ会員のホームペー

14

40
清飲記者会（11社で構成）主催の年末恒例の 10 大ニュース選考
会。1年を振り返ることに役立っている。

15

1

10

49

14

11

3

19

「清涼飲料水等規格基準の改正」を受けて厚生労働省より講師を招き 2015 年
2 月17日に開催した説明会の模様。180 名を超える参加者で質疑応答も盛ん
に行われた。

業界広報に取り組んでいます。

応援しています。

4

13

それぞれが抱える課題に対し連携して

中小企業会員（組合会員）を

んでいく︒

安全・安心、環境、自販機など、

08

全清飲では、これら商品を手がける

12

社会的責任が増大しています。

懐かしさや楽しさがプラスされています。

が各社の切磋琢磨にもつながっている︒

業界の発展とともに求められる

09

13

4
こだわり食品フェア（2015 年 2 月10 日〜 12日）に
「地サイダー・地ラムネ祭り2015 旅」と題し出展。
北海道から沖縄まで 110 銘柄が大集合した。

06

炭酸飲料ならではの爽やかさに、

体の発展のための支援﹂という目標を定

07

2

3

脚光を集める地サイダーや地ラムネ。

32
＊1 製品やサービスの品質保証を通じて、顧客満足向上と品質マネジメントシステムの継続的な改善を実現する国際規格 ＊2 この値は厚生労働省HPのマニュアル値より

33

09

05

コンプライアンスが求められる中、

99

3

09

01

中小企業支援

1

広報対応

3

1

川名翔子さん

││社会の変化に対して︑清涼飲料業
と考えています︒当社でも女性が活
す︒

には︑まだまだ可能性がありそうで

年には東京オリンピックが開催されま

が世界に認められています︒2020

が話題になるなど︑次々と日本の魅力

録され︑手すき和紙や﹁おもてなし﹂

倉持

はないでしょうか︒

していくという現象も生まれるので

これによりカテゴリーがより細分化

まな付加価値を持った商品が増え︑

た流れが促進されていくと︑さまざ

新たな視点を加えています︒こうし

サイダー︑地ラムネの種類がすごく

各地の温泉街や観光地をはじめ︑地

き た い︒こ こ

できる飲料づくりに力を入れてい

塩澤 私は︑やはり地元を活性化

﹁事実﹂
を見極め
新たなチャンスに

すし︑清涼飲料業界の今後の方向性を
全員 ︵共感のうなずき︶

増えました︒たくさんの個性的な商

わいを高めるだけでなく急須でいれる

年 ほ ど の 間 に︑

考えるにあたって︑
﹁日本の良さの見
川名

品が発売されていて︑これからも︑

文化や家族で一緒に飲む時間︒これら

︑

直し﹂は欠かせないと思います︒
スタイルの変化をすごく実感していま

もっとキワモノが登場するはず︵笑︶
︒

他の業界からも学び︑得たヒントを新

させるだけではなく︑その人の生活を

にとってよく見えるか︒単に味を向上

ヤルティー︒それを飲料業界に限らず︑ 商品をどうプランニングすれば︑女性

ージについても︑実際はカウンター

ヒー市場が縮小しているというイメ

んな意見もありますが︑例えばコー

涼飲料業界は厳しくなっていく︒そ

新商品を継続的に出して

トになっていくでしょうね︒

り起こしは︑たしかに大きなポイン

中村

い く 一 方 で︑
﹁既存商

されていて︑伸びる可能性もあるん

るのではなく︑市場はちゃんと確立

るはずです︒人口ですべてを判断す

みなさん︑小さい頃から親しんでい

ています︒RTD︵＊ ︶の習慣は︑

中で缶コーヒーもしっかり支持され

「世界的なブランドで働いてみた

ネスプラン策定に携わっています。
い」と考え入社。中長期のビジ

最近の休日は、もっぱらエスニッ

ク料理づくりに夢中。

RTDというキーワードに関

塩澤

ラベルを制作するデザイナー

﹁伝える工夫﹂を続けていきたいです︒

してい ま す︒これ か ら も さ ま ざ ま な

への取り組みも理解してもらう工夫を

などを学びながら︑商品の安全・安心

外の工場では︑健康のこと︑環境のこと

いいなと思います︒例えば当社の国内

いうことにも︑興味を持ってもらえると

な工程で清涼飲料をつくっているのかと

わらず︑誰がどんな思いで︑どのよう

ただ身近な存在であるという認識で終

ていたり︑自販機ですぐに買えたり︒

近藤 自宅の冷蔵庫に当たり前に入っ

いかがでしょう︒

││では︑食の安全・安心については

信頼を勝ち取っていくために
業界全体でさらなる努力を

議論を重ねていかなければと思います︒

をどうやって残していくかについても︑

ているんです︒容器に入った商品の味

を飲んだ経験のない子どもたちが増え

赤部
す ね︒私の 友 人の 多 く が︑結 婚 後 も

消費者は喜んでくれるでしょうし︑

商品やコミュニケーションに活かす︒

彩る︑価値観を見いだすという考え

まさに私自身︑女性のライフ

注視しているのはもちろんですが︑ブ

会社を辞めることなく働き続けてい

そうして蓄積した知識を使って︑将来
近藤

品の新しい使われ

だということをメッセージとして打

川名さんが言う通り︑需要の掘

健康意識の高まりなどがキーワードだ

方﹂を提案できる

ち出していけば︑新しいビジネスチ

赤部健祐さん

1

連して言うと︑今急須でいれたお茶

倉持

か ど う か︒ こ れ ま

飲用シーンの提案など

わ せ や︑ 一 歩 進 ん だ

ャンスも生まれるでしょう︒

女 性 の 社 会 進 出 や︑消 費 者 の

コーヒーなどを飲む人が増え︑その

な る ほ ど︒人 口 が 減 っ て︑清

8

方が必要になるんじゃないかな︒

吉田

化﹂だと思います︒

7

像を示していきたいです︒

経済動向や人口の推移を常に

ランドの価値を保っていくためには︑

木村飲料（株）

﹁清涼飲料水だからできる地域活性

塩澤智保さん

ま す︒そ ん な 彼 女 た ち に は きっと︑

富士山や和食が世界遺産に登

躍する場面が増えていて︑デザイン

中村祐介さん

界としては︑どのような点に着目して

アサヒ飲料（株）

で豊かな感性を発揮したり︑企画に

キリンビバレッジ
（株）

いくべきでしょうか︒

赤部健祐さん

﹁消費者を大切にする姿勢﹂がますま

めぐりなどが大好きです。

日本コカ·コーラ
（株）

﹁ちょっと良いものを飲みたい﹂とい

た。紅茶の飲み比べや、カフェ

近藤辰宣さん

す問われるだろうと予測しています︒

涼飲料業界への就職を決めまし

（株）伊藤園

吉田直保さん
倉持公一さん

サントリー食品
インターナショナル（株）
大塚製薬（株）

うニーズがあると思うんです︒既存の

周年

例えばブランドに対する消費者のロイ

できる点にやりがいを感じ、清

記念座談会

でとは異なる組み合

日本コカ·コーラ
（株）
経営戦略本部 経営企画部

34
＊1 RTD：
「Ready to Drink」の略で、購入してすぐに飲める飲料のこと。

35

川名翔子さん

未来への
ディスカッション

「身近な幸せ」をつくることが

「変
革を
生み 」
出せ！
キリンビバレッジ
（株）
マーケティング本部 マーケティング部

60

世の中は変わり続けるもの。清涼飲料業界も立ち止まることはありません。
人々の志向は？ 環境問題は？イノベーションは起こせるのか？
そこでさまざまな立場の7人に、
「これからの10年」
を見据えて語ってもらいました。

て口にしたときの品質にまで︑

者に届けられていく過程︑そし

スの中でデザイン性にこだわりつつ︑
と こ と ん こ だ わ る︒ そ の こ

の立場としては︑限られているスペー
より安全・安心を伝えることのできる
表示を目指さなければと思っています︒ と を メ ッ セ ー ジ と し て 消 費
者 に ち ゃ ん と 伝 え て い く︒

ラベルのデザインやウェブサ

中村
それが大事ですよね︒

の多い人工甘味料やカフェインのこと
題にどう貢献していくかも︑今後の

││地球環境の保全やエネルギー問

ポジティブに向き合い
事業と環境保全を両立

イトで安全・安心を訴えていくことに
加えて︑私たち営業職にいる一人ひと
りが自信を持って伝えていくことも大

も︑現場でしっかりと発信していくこ
大きなテーマです︒

切なのだと思う︒例えば消費者に誤解

とで︑正しい知識が浸透していくはず
赤部

配するでしょう︒ですから︑清涼飲料

ようなことが起きるんじゃないかと心

そらく同じカテゴリーの商品にも同じ

特定のメーカーや商品だけでなく︑お

とき︑消費者はどう受け止めるか？

倉持

れて︑かつコスト削減というメリッ

う新しい価値が消費者に受け入れら

は・す ﹂は簡単に〝 しぼれる 〟とい

ペ ッ ト ボ ト ル を 採 用 し た﹁ い・ ろ・

ですよね︒例えば︑省資源の軽量化

ジティブに向き合っていけたらいい

義務感ばかりじゃなくて︑もっとポ

やらなければいけないという

ですから︒

業界が信用されるには︑業界全体が努
トもあるわけです︒そういったかた

ある商品にトラブルが起きた

力しなければなりません︒
ちで環境に対応していくことが︑持

そ の 通 り で す︒製 造 時 の 品 質

吉田
続可能なビジネスにつながるんじゃ

日 本 の 自 販 機 は︑清 涼 飲 料 の

川名

タ イ ル の 変 化 に 合 わ せ て︑ ブ ラ ッ

十年間と同様に︑私たちのライフス

た︒限 ら れ た 資 源 を 守

無 糖 ﹂に 導 入 し ま し

後の紅茶 おいしい

ト ボ ト ル ﹂ を﹁ 午

る﹁ R 1 0 0 ペ ッ

トルにリサイクルす

ットボトルをペットボ

資源を使うことなく︑ペ

私 た ち も︑新 た に 石 油

ないかと思っています︒

はもちろん︑それが流通によって消費

吉田

もちろん省エネ技術などの面では引き
続き努力していくわけですが︑別の側
面から見ると︑
﹁文化﹂として捉えて
もいいのかもしれません︒外国の方が
自販機の性能にビックリしたり︑とて
も便利だという声が多かったり︒海外
から日本にやってくる人の数も増える
でしょうから︑自販機の存在は大事に
そ う で す ね︒ 実 際︑ 省 エ ネ 性

なっていく気がします︒
赤部
や災害時の緊急対応といった機能で役
立っていることに加えて︑
﹁自販機で
購入するからこそ面白い﹂という側面

寒 い 屋 外 で︑自 販 機 で 買 っ た 缶 コ ー
ヒーをプシュッ！と開ける︒その行為
に︑独特の味わいがあるとかね︒

求められる
﹁価値﹂
を
ロングセラーから紐解く
││消費スタイルや清涼飲料の付加価
値がどう変化していくか︑意見を聞か
今後

年というスパンで考え

せてください︒
川名

てみると︑かなり変わるんじゃないで
しょうか︒缶入りの清涼飲料だけだっ

食生活を通して人々の健康に貢

イベートでは年に1度は海外へ
行き、現地の人々からエネルギ
ーをもらっています！

企業が環境に貢献する活動を

中 身︑ 容 器︑ 包 装︑ さ ら に は

3R︵＊ ︶の推進など︑かなり積極

かわっていますよね︒清涼飲料業界は

流通︑自販機││︒環境はすべてとか

倉持

になるんじゃないかな︒

を図っていくことが︑これからの標準

せるだけじゃなくて︑その両面の融合

ませんね︒企業のイメージをアップさ

つながっていないことも多いかもしれ

していても︑なかなか販売や営業面と

中村

をもっと知っていただくことが大切︒

を育んでいます︒ただ︑その取り組み

よりも多くの水を生む﹁天然水の森﹂

グループでは︑工場で使用している量

吉田 そこは悩みどころ︒サントリー

めていきたい︒

た消費者とのコミュニケーションも深

たいですし︑同時に︑取り組みを通じ

るために積極的にチャレンジしていき

近藤辰宣さん

的に取り組めているんじゃないかと思
います︒技術開発などは発展の余地が
ありそうなので︑より力を入れていく
べきですね︒

の改良などという方法以外でも︑なぜ︑
この商品がずっと愛されてきたのか︒
その理由を突き詰めて分析し︑併せて
価値提案をしていくことで︑イノベー

社会的課題にも目を向けて︑消費者に

倉持

ションを生むことは可能なのだと思い
ます︒

楽しさを直感的に伝える
コミュニケーションとは
赤部

イノベーションという面でい

れた要因ではないかと思うんです︒

涼飲料業界は他の業界から学ぶべきこ

えば︑冒頭でも少しふれましたが︑清

を取得した社員がお茶文化の普及に

年後

私なりにたどり着いた結論です︒社
会的価値をどう生み出すか？

を見据えたときのカギは︑ここにあ
なるほど︒私たちの持つロン

るのではないでしょうか︒
近藤

グセラーブランドについて言えば︑
年以上前に発売された商品であっ
ても︑科学的根拠をベースに︑時
代の変化に応じ伝え方を工夫す
ることで︑
﹁これは自分に合っ
た商品なんだ﹂と気づいても
らうことができる︒それが︑

ここ 年の消費者物価指数の推移を見

とが多いという印象を持っています︒
本の中

に社会的価値が凝縮されていたから︑

進したり︒こんなふうに︑

というプロジェクトで環境保全を推

努 め た り︑
﹁ お 茶 で 日 本 を 美 し く︒
﹂

当社独自の資格﹁ティーテイスター﹂

値 ﹂を 持 っ て い る こ と が 受 け 入 れ ら

がおいしいという以外に︑
﹁社会的価

年以上が経ちますが︑商品そのもの

当社の﹁ お〜いお茶 ﹂は発売から

解いてみるのも面白いと思いますよ︒

ます︒

献したいと、この業界へ。プラ

2

てみると︑清涼飲料はすごく下がって
いる︒一方で︑お菓子や加工食品では︑
上昇しているカテゴリーも目立ってい
る︒そこにどんな違いあったかという
と︑イノベーションが起きているんで
すね︒例えば︑生麺のようなラーメン
の袋麺や︑真空パックの醤油︒お菓子
も個包装にして︑プレミアム感を演出
している︒そういった試みが︑ 年の

自分が消費者に
なる時間も
増やしていこう！
消費者との
「共創」
が進めば、
もっと面白いことが
できそう

大塚製薬
（株）
ニュートラシューティカルズ
事業部 製品部

30

とかというと︑例えば﹁情緒的価値﹂
︒ 長く支持されてきました︒これが︑

はたくさんあると思います︒どんなこ

逆に︑ロングセラー商品を紐

て︑世界的に見ても特殊なケースです︒ シュアップされていくものだと思い

売上の中でもかなりの割合を占めてい

伸ばしていくこと。

もっと地域との
結びつきも
大事にしたいですね
日本の文化を
活かした商品を
海外に発信して
いきたい

「業界」「消費者」「社会」
三方良しの取り組みを
考えよう
自分たちが
自信を持つブランドを
もっと磨きあげて
いきましょう

現在のテーマは「伝える力」を

ベーションにつながることも

て、楽しめる。そんな商品を届

10

手に取る人が思わず笑顔になっ

＊2 3R：Reduce（廃棄物の発生抑制）
、Reuse（再使用）
、Recycle（再資源化）のこと。
へんハマっております！

と思い、伊藤園で働いています。

た時代から︑ペットボトルが普及して︑ 既存ブランドにとってのイノ
近年はトクホの種類が増加したり︑エ

塩澤智保さん

1

10

環境保全などの面では
各社の協力体制を
強めていきたいですね
た。アシュタンガヨガに、たい

食は生活の基本。特に清涼飲料

あ る と 思 っ て い ま す︒味 や 成 分

木村飲料
（株）
営業本部 企画営業室

倉持公一さん

ナジー系が流行ったり︒これまでの数

けている木村飲料に惹かれまし

なら幅広い人に喜んでもらえる

30

10

（株）
伊藤園
CSR推進部 CSR推進室

36
37

10

盛り上がってくれる││︒そん

﹁ 青 春 の 思 い 出 だ ね ﹂と い う 話 で

だけど︑もっと﹁パッと見ただけで伝
な商品を届けることができれ

ている︒機能を伝えるのも大事なこと

私たちもイノベーションを起こしてい
えられる﹂コミュニケーションのあり
ば︑うれしいです︒

物価という数字に表れているんです︒
かないと︑商品のコモディティ化︵＊
方も探っていきたいですね︒

︶が進むという危機感を持っていた
塩澤

子どもからお年寄りま

川名
で︑み ん な で 飲 め る の が 清 涼

それに︑最近はインターネッ

ト上で︑こちらが意図していないか
飲料水のいいところ︒展示会な

ほうがいい︒
塩澤
たちで﹁ バズる ﹂こともありますよ

う ち の 商 品 を 例 に 挙 げ る と︑

もちろん日常的に飲まれるような商品
非日常的な飲みものの開発にも力を入
してみたらカワイイよ ﹂とか︑私た

おいしい﹂とか︑
﹁パッケージをこう
りがいです︒私自身︑楽しみながら

だ ね ﹂な ん て 言 っ て も ら え る の が や

間近に見て︑
﹁これ面白いパッケージ
独の企業では対応しきれない部分もた

どで︑みなさんが飲んでいる様子を

れています︒ ︑ 年ほど前の﹁カレ
ちが気づいていない部分で価値を発

もあるのですが︑ちょっと変わり種の︑ ね︒
﹁コレとコレをちょい足ししたら

ーラムネ﹂から付加価値を意識し始め
くさんある︒だからこそ︑人と人︑企

と願っています︒

スしたり︑あるいは文化を継承してい

いえる存在ですし︑日常に彩りをプラ

を聞かせてください︒

いうキーワードで︑それぞれの思い

す︒会社としてどんな方針を掲げる

う時代ではないことを痛感していま

知識を身につけておけば大丈夫とい

中村 ただモノを売っていればいい︑

登場に期待したいです︒

パンテクノロジーを発揮した商品の

きるんだ ﹂と驚かれるような︑ジャ

ます︒
﹁こんな飲料もつくることがで

商品開発も求められるだろうと思い

それと今後は︑より海外を見据えた

てはならない存在﹂にしていきたい︒

近藤

自信を持っている商品やブランドを︑

進んでいくこと︒自分たちが絶対的に

私たちの世代が可能性に向かって突き

はありますが︑大きい目標を持って︑

として︑目の前に達成すべき数字など

たのかもしれないと思いました︒現実

て︑自分自身︑ちょっと縮こまってい

吉田

外にも伝えていけたらと思いますね︒

白い︒私たちのその感覚を︑どんどん

が激しいですが︑いろいろな意味で面

赤部

たいですね︒

業と企業のつながりを大切にしていき

年後も続けていたい

と で 会 話 が 弾 む︒人 と 人 と を つ な ぐ

海外のデジタル機器のCMなどを見る

くという側面もあったりするのではな

のかはもちろん重要なことなのです
世の中に対してどれだけ提案していけ

も っ と︑清 涼 飲 料 水 を﹁ な く

とよく分かるのですが︑商品の機能を

いかと思っています︒
﹁この商品があ

川名

るから 私の 生 活 が 豊 かになっ
が︑
﹁一人ひとりがもっと考えて動け
るかを︑追求していくこと︒それが︑

﹁コミュニケーションツール﹂として

説明することよりも︑ライフスタイル

ている﹂とか︑記憶と密
る組織﹂を目指していきたいですね︒
業界全体を向上させることにつながっ

いただいた多くの方々にはこの場をかりて厚く御礼申し上げます。

することができ、大変うれしく思います。編纂委員ならびに取材にご協力

たのも、先人たちのたゆみない努力の賜物でありあらためて敬意を表しま

また、全清飲が業界団体として一翼を担い、60年の歳月を刻むことができ

す。清飲彩が誕生したのは50周年のときでした。まだ10年の歴史ではあり

ますが、次の60年を標榜しながら過去から未来に向かう架け橋の媒体とし

て、後進にしっかり伝えていく役割を、これからも担っていきたいと考え

ています。今後もぜひご愛読ください。

吉田 コミュニケーションツールとい

編集後記

みなさんとこうして話してみ

本日、おかげさまで、全清飲の 60 周年記念号をみなさまの手元にお届け

清涼飲料は︑生活の基盤とも

〈委員〉
松沼孝 ／ アサヒ飲料株式会社
菊地洋子 ／ 株式会社伊藤園
車谷千江美 ／ 大塚製薬株式会社
山田朗子 ／ キリン株式会社
田村郁夫 ／ サントリー食品インターナショナル株式会社
髙杉洪太 ／ 日本コカ・コーラ株式会社
安高俊彦 ／ 株式会社サニーフーヅ
金井順一 ／ 清飲記者会顧問 （ 株式会社食品新聞社）

う視点は︑大きなヒントになります！

すが、その生態に興味津々です。

国内外の清涼飲料業界は競争

に溶け込んでいる様子を表現した内容

接にリンクするような
私たち企業は︑事業活動を通

平成 27 年 7 月 20 日

10

全国清涼飲料工業会60周年記念号

機能しているんです︒

が多いですよね︒見た人に対して︑直

ものであってほしい
倉持
ていくと信じています︒

囲気を感じて、アサヒ飲料を選

年 ﹂と

感的に﹁これを持っていれば楽しい生

ですね︒これからも
して持続可能な社会や環境に貢献する

││ぜひ︑切磋琢磨しながら︑清涼飲

びました。猫を飼い始めたので

││最後に︑あらためて﹁

活を送ることができそうだ﹂と思わせ

新しい商品が発売さ
ような取り組みをしていかなければな

自分たちが突き進めば
可能性のトビラは開く！

創﹂が活発化しそうな予感です︒

仕事をして︑

入社のきっかけは、
『サントリ

掘 し て く れ て い る︒
﹁消費者との共

吉田直保さん

たのですが︑他にはない特徴があるこ

サントリー食品
インターナショナル（株）
コーポレートコミュニケーション部

れていく中で︑その

株式会社コンセント

料業界を盛り上げていきましょう！

■ 発行

らないと︑あらためて強く認識してい

※スマートフォンからでもアクセスできます。

http://j-sda.or.jp/

Tel：03-3270-7300（代表）
一般社団法人全国清涼飲料工業会
会長 谷村邦久
東京都中央区日本橋室町 3 丁目 3 番 3 号

ときどきの中高生た
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ちが

〈全清飲 〉
岩尾英之（専務理事）
植木俊博／渡邊健介（技術部）
三木哲／秋田光彦（環境部）
山口隆／安藤雅之（広報・自販機部）
久保田潔（中小企業部）
安達優二郎（総務部）
甲斐喜代美（広報・自販機部 広報室）

本日はありがとうございました︒

若手の段階から、さまざまなチ

38
＊3 コモディティ化：所定の商品カテゴリーにおいて、機能や品質で大差のない製品が多く流通すること。

39

編集・デザイン
■

さ い

8

ます︒しかしながら社会的課題は︑単

ャレンジができそう。そんな雰

10
60周年記念号編纂委員会
■

発行日
■

いん

せ い

10

7

年 後 に 飲 ん で︑

中村祐介さん

国内外の有名な経営者たちの頭
の中をのぞいてみたい！

『清・飲・彩 』はパソコンからでも楽しめます

3
アサヒ飲料
（株）
営業企画部

造法』という本に出合ったこと。

ー流モノづくり ヒット商品創

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

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。

