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質の劣化が進んでしまうことを啓発す

る内容となっています︒

劣化品について臨場感のある写真で紹

さらに﹁こんな時は要注意﹂として︑

た︒気持ちを新たに構造改革と成長戦

介︒またコーヒー飲料を口飲みした場

24

ともに事務所を千代田区へ移転しまし

略の両輪で会員のみなさまとともに業

合の 時間︑菌の増殖の様子もお伝え

しています︒

また異物としてご指摘の多いものが︑

実は︑清涼飲料水と一

界発展のため事業活動を推進してまい

ります︒

なかでも理念の中に掲げた﹁業界や

商品知識への理解度を

紙しばい風動画も作成しました。こちらも活用ください。

緒に食べていたお弁当
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読者のみなさまへ
『清飲彩』への感想やご要望など、お待ちしております。
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『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に発行している広報誌です。
業界関係者・行政の方々に読んでいただくとともに、
ご家族、ご友人のみなさまにもぜひ、ご紹介いただければと思います。

より多くのみなさまに知っていただ

2017 AUTUMN vol.51

ンドブック 開栓後は︑お早めに﹂を

❶

作成しました︒

ミラノ

くため全清飲のホームページに掲示す

❷ PDF形式でお楽しみいただけます。

World Drink Report

冊子では︑開栓前は菌が入らないの

❶全清飲ホームページへアクセスし、トップ画面にあ
るバナーをクリックします。

るとともに︑申込みをいただくと冊子

スマートフォンから

で品質が維持されていること︒開栓後

全清飲NEWS 2017 AUTUMN
東京都総合防災訓練に出展
全国シャンメリー協同組合プレゼントキャンペーン

もお送りします︒
﹁安全でおいしい清

2017年自販機戦略の見どころ

は空気中の菌が入ったり︑容器に口を

業界記者が斬る！

涼飲料水を楽しく飲んでいただくた
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つけて飲んだ場合は︑口の中の菌が入
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【大阪府清涼飲料工業協同組合】

め﹂に活用をお願いします︒
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組合会員探訪

ってしまうことを解説︒その結果︑品

12

やソーシャルメディアなどによって︑

スメディア︑さらにはインターネット

どの印刷物︑テレビやラジオなどのマ

イベント︑チラシやポスター︑冊子な

が多様化︒セミナーや出前授業などの

ています︒近年は︑情報を伝える手段

るべき情報は︑商品情報など宣伝や販

めるために欠かせないものです︒伝え

のコミュニケーションを深

行う情報発信は︑消費者と

費者に向けて企業や業界が

学ツアーを開催したり︑工場内にミュ

組みを知ってもらうために︑工場の見

清涼飲料水の安全安心や環境への取り

冊子を作成して配布しています︒また︑

持ち帰っていただくために︑チラシや

セミナーなどを開催︒情報をしっかり

め︑学校への出前授業や企業での健康

開し︑しっかり届けることが求められ

費者および社会が求めている情報を公

り組み︑リスクの啓発など幅広く︑消

献に関する企業活動︑安全安心への取

促につながる情報だけでなく︑社会貢

消

情報発信は消費者との双方向のやり取

ージアムを併設︒実際に製品を作って

さらに︑人に注目した情報発信の仕
方に力を入れている企業もあります︒
清涼飲料水の魅力やCSR活動につい

清涼飲料各社も︑こうしたツールや

築︒社員に向けた情報発信に力を入れ

語れるように︑社員教育システムを構

て︑社員一人ひとりが消費者に向けて

手法を駆使してさまざまな情報発信を

ることで︑消費者によりよい情報発信

信としては︑熱中症や生活習慣病につ

ています︒また︑場を活用した情報発

ら必要な情報を得てもらおうと工夫し

せることで︑楽しみながらサイト内か

人が周りの人に話したくなる情報を載

ビュー︑素材やトクホの話など︑見た

品の開発秘話やCMタレントのインタ

ジン型にしている企業もあります︒製

らうために︑企業サイトをWEBマガ

業が発する情報を積極的に収集しても

消費者が清涼飲料水に関心を持ち︑企

ルネットワークを使った情報発信では︑

界としてどのような情報発信をしてい

清涼飲料各社の広報担当者に︑今後業

報発信が求められているのか︒さらに︑

ともに︑消費者の動向やどのような情

団体としての情報発信を事例で見ると

究する日本ヒーブ協議会に取材︒業界

酒造組合と︑消費者と企業の接点を研

積極的に情報発信を行っているビール

目指していく必要があります︒そこで︑

社会全体を豊かにしていく情報発信を

ためには︑多様化するニーズに応え︑

常生活になくてはならない存在である

清涼飲料水が︑この先も消費者の日

ができるよう努力しています︒

いての啓発︑清涼飲料水に使用されて

くべきかをうかがいました︒

例えば︑インターネットやソーシャ

行っています︒

社会全体の利益になる
情報発信を目指して

きています︒

りも可能になっています︒そのため︑

イラスト／山田タクヒロ

いる場で︑見て︑知って︑理解を深め

業界団体から、消費者から、視点を変えて探ってみました。

消費者にどういった情報をどのような

どんな情報をどのように発信していくべきか。

てもらえる情報発信を行っています︒

清涼飲料水がこの先も生活に身近で欠かせない存在であるために、

手法で発信していくかが重要になって

消費者への
情報発信

いる素材の魅力や健康効果を伝えるた
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多様化するニーズに対応

啓発など消費者にアルコールを楽しく

飲酒防止や女性の適正飲酒

ール酒造組合︒未成年者の

酒を禁じていますが︑大人になって適

の未成年は法律や健康上の問題から飲

という未成年者の声を聞いて︑成長期

﹁大人になってもお酒を飲みたくない

ってもお酒を飲まない若者がいます︒

内ビール 社で運営するビ

健康的に飲んでもらうための情報発信
量であれば健康を害さず︑よい面があ

国
に力を入れています︒
ことを実感しました﹂

2010年にWHO総会で﹁アルコー
た配布用冊子や遊びながら学べるすご

える教材として︑未成年者を対象とし

そこで︑学校のアルコール指導に使

るということが伝わっていないという

未成年者飲酒防止と
適正飲酒の啓発に注力
ルの有害な使用を低減するための世界
ろくゲームを開発︒未成年が飲めば脳

掲げられたことを受け︑日本でも厚生
リットが伝わる構成となっています︒

らかくほぐすアルコールのリスクとメ

や身体を害し︑大人が飲めば心をやわ

戦略﹂が採択︒さらに 年に︑アルコ
ールの有害摂取 ％削減が目標として
労働省が推進する﹁健康日本 ﹂にお

﹁こうした世界や国の方針はもちろん

が重点課題とされました︒
のアルコール健康障害対策の重要性が

要だと考えています︒その中で︑女性

コールに関する正しい知識の啓発が重

今後の業界発展のためにも︑アルコ

ですが︑業界の健全な発展のためにも︑
増している状況にあると言われていま

いて﹁アルコール健康障害対策推進基

リスク啓発はしっかり行っていかなけ
す︒ビール酒造組合でも︑２年前より

ールの大量摂取を控え︑楽しく健康的

ればならないテーマだと捉えていま
特に女性を対象にした情報発信に注力

本計画﹂が作成され︑未成年者や妊産

す﹂と語るのは専務理事の滝本さん︒
しています︒

に摂取する消費者を増やすため︑アル

﹁われわれは 年からすでに未成年者

婦へのアルコールのリスク啓発や教育

21

の結果︑現在では未成年者飲酒対策の
くなっていて︑アルコールによる健康

は飲酒率が男性を上回り︑飲酒量も多

﹁女性の社会進出が進み︑ 代前半で

シンボルマークは︑消費者認知率 ％

飲酒への啓発活動を始めています︒そ
20

酒の割合は大きく減少︒情報発信の効

業界の努力もあり︑近年未成年者飲

以上という高い水準に至っています﹂

参加型のキャンペーンやイベントの開

こで︑女性向け情報誌への広告や読者

ています﹂と滝本さんは言います︒そ

被害が増しているという調査結果が出

から一年間︑ 西 日 本 旅 客 鉄 道
︵JR西日本︶と﹃適正飲酒の推
進によるホーム事故防止キャン
ペーン﹄を実施︑主要駅に注意
喚起ポスターを掲出しています︒
﹁リスク啓発を行う上で︑同じ
意識を持つ団体と一緒に取り組
むことが︑大きな成果につなが
ります﹂と審議役の岡本さんは
話します︒
﹁例えば︑未成年者がお酒を買
おうとする場に︑広告やツール
があることは大きく抑止になっ
たと思います︒また︑情報発信
のツールや施策を行った後は︑
必ず関係者にアンケートやヒア
リングを実施︒ポスターやステ
ッカー︑POPなど︑どういう
ものであれば店頭で使ってもら
えるか︑スーパーマーケットや
コンビニエンスストアなどの加
盟団体とやり取りを重ねました︒
こうした関係団体の協力があっ
てこそ︑早く︑広く︑効果的な
啓発ができたと感じています﹂
未成年者や妊産婦の飲酒をなくし適
正飲酒を徹底していくためには︑さら
に関与者を増やし社会問題として認識
を深めていくことが重要︒そのために
関係団体を巻き込んで︑消費者に伝わ

もビール酒造組合では︑今後も多くの
同じ課題を抱える企業と初のコラボ

る情報発信を目指していくといいます︒

関係者を増やしていくことが
効果的な情報発信につながる

を行っています︒

妊娠や授乳期の飲酒に対する情報配信

催︑さらに妊産婦が利用するアプリで︑

果がみられた一方で︑最近は大人にな

90

レーションも実現しました︒今年 月

JR西日本と共同企画
飲みすぎ防止ポスター
適正飲酒に関する
啓発冊子を作成

ホームからの転落防止に向けて
適正飲酒を呼びかけるために作
成。2017年3月より1年間 JR西
日本管内の主要500 駅に掲出。
子どもたちへのアルコール教育
に使える教材が少ないという、
学校の先生たちからの意見を受
けて作成。小学校から高校まで
計 3 万 8000 校に配布。

未成年者飲酒防止
教育支援ツール
「ビールすごろく」
キット
アルコールのリスクと効用につ
いて、数値を示してわかりやす
く解説した冊子。適正飲酒を呼
びかけるため、学校などで配布。

『STOP ！未成年者飲酒』プロジェクトにお
いてシンボルマークを作成。コンビニエン
スストア、スーパーマーケット、カラオケボ
ックスなどでのポスターやPOP 類、交通広
告、スマートフォンバナーなどで展開。
女性誌とコラボイベントを開催し、女
性の適正飲酒に関する冊子を配布。ま
た、妊産婦用アプリで妊産婦の飲酒に
関する情報を配信。

13

ビール酒造組合の
情報発信
取り組み事例
未成年者飲酒防止プロジェクト
冊子やアプリで女性の
適正飲酒に関する情報を配信

10
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06
07

消費者を過度な飲酒から守るための
適正飲酒の推進
「未成年の飲酒防止や適正飲
酒の重要性について広く情報
発信することで、お酒を適量
に摂ることの楽しさも伝えて
いきたい」と語る専務理事の
滝本修司さん（左）と審議役
の岡本利彦さん（右）
。

5

3

他業種の取り組みに学ぶ
消費者への情報発信

ビール酒造組合

消費者への情報発信

消費者視点から読み解く

なくなる人もいます︒ですから︑

げた﹁消費者志向経営推進
っているようです︒一方︑高齢者

いうキュレーションニーズが高ま

では︑さまざまな立場の消費者に情
報を届けるために︑どのような視点で

副代表理事の鈴木さんは指摘します︒

報が消費者に届きにくくなっていると

ています︒しかし実際は︑届けたい情

情報は昔に比べて早く︑広く発信され

発信の手法は多様化︒消費者の求める

切ですが︑自社の顧客以外の広い意味

ーゲットを細分化して考えることも大

﹁消費者は多様化していますので︑タ

ことは︑なかなか難しい時代です︒よ

企業や業界から伝えたい情報を届ける
育にもつながり︑新たな市場の創出や

視点で情報発信することは︑消費者教

企業や業界が消費者志向経営という

が求められていきそうです︒

という意識を持って情報発信すること

消費者とともに社会を作り上げていく

いていくために︑今後︑企業や業界は︑

木さんはいいます︒よりよい社会を築

消費者志向経営に即した情報発信が求められている
活者と企業のパイプ役とし
他者に情報を絞ってもらいたいと

一般社団法人日本ヒーブ協議会

て 年に消費者庁が立ち上

組織﹂のメンバーでもある日本ヒーブ
では表示や説明がわかりにくい︑

生
協議会︒女性ならではの生活者視点を
もっと細かい情報も発信してほし

の宮木由貴子さん︒

ています︒
﹂そう語るのは︑代表理事

企業や業界は細かな対応を迫られ

相談室などへの問い合わせも増加︒

いというニーズが高く︑お客さま

企業活動に生かすための活動を行って
います︒

多くの情報を整理しつつ
″届く情報発信 を
﹁現在の消費者の動向についてみると︑

﹁今の消費者は︑溢れる情報の中で見
での消費者に向けた情報発信もしてい

情報発信をしていくべきでしょうか︒

ニーズは︑世代によって傾向がありま

たい情報しか見ない傾向にあります︒
くべきだと思います︒これは︑政府が

年ほど前からITが普及して情報

す︒今の若者はネットなどを使って欲

いくらメールを発信しても多くは読ま
打ち出している消費者志向経営に通じ

企業や業界から出される情報に対する

しい情報を自分でたくさん集めること

れておらず︑見たい情報がなければ消
る考え方です﹂

り消費者に届く情報発信の手法やツー
業界自体を育てていくことになると宮

消費者を広く捉えて
社会の好循環を目指す

はできますが︑集めすぎて判断ができ

費者は企業のHPを見に行きません︒

ルを検討する必要があると思います﹂

料業界はすごいんだということを︑も

を意識して発信していくことで︑メデ

したらどうですか︒

山田 業界としてテーマとストーリー

イクルマークを入れたり︑自販機横に

っと広く発信してほしいですね︒

供することも必要だと思います︒

回収ボックスを設置したり︑ボトルto

ていくことも大切だと思います︒

とは︑どのようなものだと思いますか︒

山田 個社の情報発信ではやはり限界

テーマの情報発信をしてほしいですか︒

いくべき課題といえそうですね︒

なども︑担当省庁とともに取り組んで

前田 そのためのピクトグラムの制作

必要がありますね︒

のごみの分別や処理の仕方を知らせる

に向けて︑海外からの訪日客にも日本

の東京オリンピック・パラリンピック

か︒健康効果についてまとめるとか︒

の歴史や変遷について情報発信すると

日本人にとってなくてはならないお茶

介してみてはどうでしょうか︒例えば︑

添っているのかをいろんな切り口で紹

どういうシーンや方法で私たちに寄り

潤している存在︒カテゴリーごとに︑

車谷 清涼飲料水は︑消費者の生活を

らいいと思いますか︒

なことを︑どのように発信していった

清涼飲料業界はここまで発展してきた

榎本 自販機があったからこそ日本の

きますね︒

自販機を通して魅力を伝えることもで

に入り込んでいる国は他にないです︒

熊崎 こんなに自販機が消費者の日常

数などを示しておくことは重要ですね︒

機も世界から注目されているので︑実

たが︑反響がありました︒また︑自販

前田 以前︑清飲彩で﹁清涼飲料業界

熊崎 業界発展という意味では︑正し

がありますので︑業界全体の取り組み

業界の魅力を伝えるために︑どん

い知識を広める活動や社会貢献になる

や魅力を全清飲からまとめて発信して

熊崎 環境美化でいえば︑2020年

活動は︑末はビジネスにつながるもの

いくことで︑もっと消費者の関心を高

熊崎 確かに︑日本の清涼飲料水の業

熊崎 2020年までの向こう 年間

ないんでしょうね︒

日客も含めて考えていかなければいけ

消費者といったときに︑海外からの訪

販機も登場していますが︑これからは

車谷 最近は︑インバウンド対応の自

たり︑多機能化も進んでいますよね︒

イントが貯まったり︑防犯にも役立っ

山田 スマートフォンで購入するとポ

し︑今も進化をしています︒

を数値で見る﹂という企画がありまし

ですし︑やる意義はありますよね︒

められるのではないかと思います︒

活動も大切だと思います︒

界は︑世界的にみてもすごい︒コカ・

業界団体の全清飲にはどういった

車谷 そう思います︒清涼飲料水の正

車谷 そうですね︒清涼飲料業界って︑

榎本 原料となる農産物の素材のよさ

コーラ社でも︑日本の製品ポートフォ

山田 今やらずにいつやる！ ですね︒

界の魅力を︑世界へ発信したいですね︒

榎本 そうですね︒日本の清涼飲料業

会だといえると思います︒

は︑日本から世界へ情報発信のいい機

3

︱

しい摂取方法や健康効果などを︑工場

消費者にとっては意外と知らないこと

を伝えたり︑安定的に清涼飲料水に活

リオは注目されています︒消費者の選
ラインナップを展開している国は他に

用していけば︑就農者の喚起になった
がっていくことにもなりますね︒

ないと思います︒でも消費者にはあま

択肢を広げる︑これだけの幅広い製品

山田 環境への取り組みは社会的にも

り知られていないので︑日本の清涼飲

り︑農家さんの後継者問題改善につな

関心が高いテーマなので︑容器にリサ

座談会参加者（敬称略）／左から、大塚製薬（株）広報部課長 車谷千江美、キ
リン（株）CSV 本部コーポレートコミュニケーション部課長 山田朗子、日本コ
カ・コーラ（株）広報・パブリックアフェアーズ本部広報部統括部長 熊崎加奈
子、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）経営戦略本部経営戦略部コミュ
ニケーショングループグループリーダー 榎本恭子、全清飲広報部長 前田剛

業界発展のために必要な情報発信

見学や出前授業︑健康セミナーなどを

も多いかもしれませんね︒

︱

ィアの興味も高まるのではと思います︒

会活動も積極的に実施しています。

榎本 それとともに︑これからの時代

ーションについて研究会等を通じて情報収集

ボトルの容器を開発したり︑業界とし

スに反映するか、消費者と企業のコミュニケ

熊崎 日本の清涼飲料業界の規模を伝

の声をどのように企業に届け、商品やサービ

を担う子どもたちが︑清涼飲料水の取

役割を果たすために1978 年に誕生。企業に

てもこれまでいろいろと取り組んでき

勤めている女性によって構成され、お客さま

えるために︑統計資料などをもっと示

日本ヒーブ協議会は、企業と消費者をつなぐ

り扱い方などを楽しく学べる機会を提

女性視点で生活を見つめ消費者と企業をつなぐ団体

「ITツールとあわせて対面での情報発信に
も力を入れ始めている企業もあります」と
副代表理事の鈴木聖子さん（明治安田生
命保険（相）
）
。

たことを︑しっかり消費者にお伝えし

各会員がテーマを持って研究に参加する分科

現在は設立 40周年に向けて、10 年後に消費者
と環境がどのように変化していくかをテーマに掲
げて研究を進めています。

や意見交換を月例で行っています。さらに、

20

通して丁寧に伝えていく︒そういった

︱

「当協議会では企業の枠を超え、積極的な意見交換
を行っています」と話す代表理事の宮木由貴子さん
（
（株）第一生命経済研究所）
。

さらに清涼飲料業界を盛り上げていくために、
業界全体としてどのようなテーマを発信していくべきか。
広報委員会で活躍する4名に、
前田新広報部長とともに語っていただきました。

日本ヒーブ協議会とは

16

業界で取り組むべき
情報発信とは

08
09

広報座談会

CSR活動をとおして消費者の声を傾聴し、

牛乳・乳製品の価値を伝えていくことで、

多くの社員がCSR活動に参加することで、
どんな些細なことでも、よりよい企業活動

国内の酪農生産の基盤強化とお客さまの健

企業理念と社会的責任について理解を深め、
へとつなげていく。

康に寄与する。

行動につなげていく。

整備といった４つの姿勢を持って︑具

したりと︑お客さまとの接点をとても

り︑お客様センターを年中無休で運営
大切にしています︒

活動で得たものを
乳の価値向上に活かす
CSR活動を行うにあたり︑最も大

参加者は 万3000人にも上ります︒ 切なのは一人でも多くの社員が参加す

場見学者は 万1000人︑食育活動

工場見学や食育活動です︒昨年度の工

多くの消費者とかかわりを持つ活動が

さんです︒そうした活動のなかでも︑

そう語るのは︑CSR部の菅谷正行

体的な取り組みに臨んでいます﹂

から意見を伺う消費者部会を設置した

その他にも︑消費者団体等の有識者

感じた﹄という声もいただいています﹂

その分﹃この取り組みに対する本気を

少人数で開催︒手間もかかりますが︑

組みや乳製品の魅力を知っていただく

﹁工場見学では︑安全・安心への取り

により︑社員が誰でもこの活動に参加

﹁お客様モニター制度では︑社内公募

ることと菅谷さんはいいます︒

製品が日本にまだ浸透して

いない1925年に創業し︑

﹁雪印北海道バター﹂
﹁６Ｐ

チーズ﹂
﹁とろけるスライス﹂など多
くのロングセラー商品を生み出した雪
印メグミルク︒最近では︑機能性表示
食品﹁恵 megumi ガセリ菌 SP株
ヨーグルト﹂など︑健康志向に合わせ
た商品も開発︒おいしく価値のある乳
製品を世の中に送り出し続けています︒

消費者の声と接点を
大切にした
活動
雪印メグミルクは︑2011年の合
併で︑
﹃消費者重視経営の実践﹄を企
業理念のひとつに掲げ︑CSR活動に
力を注いできました︒
﹁消費者重視経営を実践するために︑
安全で安心していただける商品の提供︑
消費者への情報提供・情報開示︑消費
者の声を傾聴・反映︑危機管理体制の

できるようにしています︒普段︑お客
さまと接する機会のない社員にとって
は︑よい機会になっていますし︑モチ
ベーションアップにもつながっていま
す︒お客様センターにいただいたお声

す︒

ま重視のCSR活動を推進していきま

に︑今後も雪印メグミルクは︑お客さ

の力で多くの人の健康に貢献するため

こ と へ と つ な が る と 菅 谷 さ ん︒
﹁乳﹂

がさらに価値のある乳製品を生み出す

こうした努力を積み重ねていくこと

制を整えています﹂

CSRへの意識を高めていくための体

る話し合いを行うなど︑多くの社員が

また︑定期的に全社員がCSRに係わ

になっており︑さらにメールでも配信︒

を知っていただきたいという思いから︑ は︑社員専用サイトで閲覧できるよう

加していただきます︒しっかり私たち

工場の見学等のあと︑意見交換会に参

ています︒参加者には酪農家の見学︑

﹁毎年︑参加者を一般募集して実施し

真弓さんは話します︒

長野冬季五輪のスキージャンプ団体で金メダ
ルを獲得した齋藤浩哉さん（同社広報所属）
による体験談やトレーニング指導に栄養士に
よる講話を合わせた食育授業。心と体の両面
の健康を目指している。

ために︑さまざまな工夫を凝らしてい
ます︒小学校などでの出前授業は 年

から開催︒ 年からは食に対する知見
とスポーツに対するノウハウを融合し

右からCSR 部 CSR 推進グループ課長の菅谷正行さんと同グ
ループ担当課長の二階堂真弓さん。
1925 年「有限責任 北海道製酪
販売組合」として北海道で創業。
2009 年「 雪 印 乳 業 株 式 会 社 」
と「日本ミルクコミュニティ株
式会社」が経営統合し、共同持
株会社「雪印メグミルク」を設
立。11 年「雪印乳業株式会社」
と「日本ミルクコミュニティ株
式会社」を吸収合併。

た﹃体験型スポーツ食育授業﹄という
新しい形の食育活動にも取り組んでい
ます﹂
また︑消費者からの意見を製品や経
営活動に反映するための活動が﹃お客
様モニター制度﹄です︒ 年にスター
トしてから︑すでに400名の方に参
加いただいているとCSR部の二階堂

酪農とともに歩んできた雪印メグミルクでは、乳の価値を
拡げるために、社員一人ひとりが誇りと使命感を持って業
務にあたっています。

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

一人でも多くの社員が
活動に参加していく

消費者重視の経営を実践すべく、さまざまなCSR活動に力を注ぐ雪印メグミルク。
未来につながる価値ある乳製品を生み出すためにも、お客さまの声を大切にしています。

乳の価値を
伝える

運動と食の両面から
健康を考える食育授業

C
S
R

雪印メグミルク
株式会社

消費者の声を
大切にする

C
S
R

住所：東京都新宿区四谷本塩町 5 番 1 号
創業：1925 年 設立：2009 年

お客様モニター制度での牧場見学の様子。生乳がどこで
どのように搾乳され、どのように工場で製品に加工され、
お客さまのお手元へ届いているか、一連の流れを見てい
ただくことでよりよい意見の聴取につなげています。

07

MVP

お客さまの声を受け止め
ミルクとよりよい未来へ

10
11

02

がわが社の
これ

雪印メグミルクがＣＳＲ活動で大切にしている
３つのポイント

乳
雪印メグミルク株式会社

7

4

15

注目の人

Person
画期的な製品

Product
魅力的な場所

Place

斬新な取り組み

Project

後編
ぼち
ぼ
ちで
んな

力会社や取引先の方の参加も大歓

迎！ 関係者なら誰でもウェルカ

ムなのが、大阪らしいところです

8

わ。

辻井 理事会も、繁忙期の 、

ていくのでしょうか︒

月以外は毎月開いています。月

ないと思いますよ。以前は、若手

大川 中小企業は長年厳しいと言

1

1947 年、大阪府内で清涼飲
料水の製造販売を営む中小企
業の組合として発足。全盛期
の会員は 100 社以上。現在、
30 社が加入。

今後どのような存在を目指し

が集まる青年部や、地区ごとに集

われながらも、ラムネ、シャンメ

7

# 03

︱

まる部会もありました。大阪の組

リー、焼酎割商品など、中小企業

で理事会を開いている組合はそう

合員は、忙しくてもみなよう集ま

ていくものは攻めていかないとい

分野商品で頑張ってきました。こ

たんや。

かん。せやから組合活動では、個

る！ 和気あいあいと、清涼飲料

秦 理事会もオープンで、理事だ

社だけでは得にくい最新情報を共

れからも、守るものは守り、攻め

けでなく後継者の同席も認めてい

有したり、知恵を持ち寄って話し

4

業界の成長を目指して話をしてき

ます。私らもかつて親父について

合えるようにしたい。そうやって

3

組合会員
探訪

大阪府清涼飲料
工業協同組合

は、組合員同士の重要なコミュニ

泊 日で開催している研修旅行

清涼飲料工業協同組合

ケーションの場。長年続いている

号に引き続き、大阪府

をご紹介します。今号

行事です。組合員だけでなく、協

前

では、組合員同士がどのように関

係性を深めてきたのか、

また大阪らしい理事会

の姿勢や、組合が今後

どのような存在を目指

していくのか、大川理

事長と秦、辻井副理事

組合員が多いです

長にうかがいました。

―

ね︒どのようにコミュ

ニケーションを図って

参加し、先代の頑張っていた背中

みなの手助けになれたらと思って

の銭 湯 や
昔ながら
気で す！
銭 湯で人
スーパー

1998 年からザクロジュースを
製造し、すでに 400 万本以上を
出荷。ペルシャ産のざくろを国
内の自社工場で丁寧に瓶詰めし
ています。
●徳島県吉野川市鴨島町内原 144

を見てきたからこそ、今がありま

大正 13 年創業以来、喉元でシ
ュワっとはじけるしっかりした
炭酸が魅力の「温泉ラムネ」や
酸味が爽やかな「みかん水」を
リターナルびんで製造。
●堺市北区野遠町 28

います。後継者も関係各社も全清

河内食品（株）

す。最近は 代目、 代目が理事

13

野田ハニー
食品工業（株）

飲も巻き込んで、みなの飛躍につ

昭和 10 年創業。昭和 37 年頃よ
り濃縮シロップを中心に製造。
現在は、業務用シロップやかき
氷シロップを中心に製造・販売
しています。
●大阪市此花区島屋 4-4-69

きたいと思います。

有機ざく
ろ10 0 ％
！
美容と健
康にお す
すめで す

会に参加して、活発に意見を交わ

昭和 21 年からラムネを製造。
リターナブルびんから始まって、
現在はワンウェイラムネを国内
はもとより世界 45 か国に向け
て輸出しています。
●大阪市都島区都島北通 1-10-20

ながる場になることを目指してい

ハタ鉱泉（株）

していますよ。若手が入ると、理

おいしくて楽しいラムネ
の
開発に力を入れています！

（株）中村商店

2

いつもオープンな姿勢で、
成長を目指すのが大阪らしさや
事会も活性化しますわ。

大正 12 年に創業。現在、焼酎
などを割るためのカクテル飲料
（割材）に加え、ソースや醤油、
酢などの調味料を製造販売して
います。
●大阪市福島区玉川 2-9-26

にも
カフェ向け商品の展開
！
ます
てい
力を入れ

いますか︒

（株）大黒屋

昭和 22 年に創業。ラムネ、サ
イダー、炭酸水のびんやペット
ボトルを販売。また、自社製品
の製造販売以外に OEM にも力
を入れています。
●柏原市本郷 3-8-38

1

「これからも力を合わせて頑張るで！」と語る大阪府清涼飲料工業協同組合のみなさん。

バリエー
ション豊
かに
2 1種 類の
割 材を展
開！

寿屋清涼食品（株）

大川 組合員が一堂に

現在、自社で精製した糖液を用
いて作ったラムネで勝負。ワン
ウェイとリターナブルびんで全
国へ。2 代目と 3 代目が力を合
わせ頑張っています！
●門真市江端町 14-2

ザインに
長く愛される味とデ
す！
ま
思いを込めてい

と
イダー」
す
「 三 扇サ
ダー」で
イ
復 刻版
サ
ず
「 三 扇ゆ
の
品
妹
姉

会する機会は頻繁に持

ツジイラムネは甘さ控えめ
、
後味スッキリ！

1

てませんが、研修旅行

（株）辻井鉱泉所

や理事会など、会えば

なら 元の魅 します
介
場 所 て地
の
し
ご紹
こ
を通 各 社を
業
事
会員

必ず熱心な意見交換や

昭和 26 年創業。昔ながらの味
で人気の「大阪ラムネ」や「大
阪サイダー」に加え、バラや桜
など、夢や希望を感じさせるラ
ムネを展開。
●大阪市港区南市岡 3-5-21

情報共有を行っていま

大川食品工業（株）

す。特に、年に 回、

で
元 る
地 ば
ん
が 員 社料水を！
会 ではの清涼力飲を発信。する

全国各
地の
組合を
ご紹 介
！

左から、副理事長の秦さん、理事長の大川さん、副理事長の辻井さん。そ
れぞれ２代目として家業を継ぎ、大阪の清涼飲料業界を盛り上げるべく、
若い頃から共に尽力してきました。

12

昨年︑パーマシンが久しぶ

今年の自販機をどう占う？

A記者

︱
りに上昇した︒これは不採算機を徹
去する一方︑オフィスなどの優良ロ
ケの開拓に注力したためだと聞いて
いる︒このようなロケーションの見
直しが一巡したとすると今年はあま
自販機主力商材の飲み切り

り成長が見込めないのかもしれない︒
C記者

タイプの缶コーヒーも苦戦している
おいおい︑のっけから随分

ようだし⁝⁝︒
B記者

そんなことへの関心が減っている︒

の見守りの役目をしていたが︑今は
D記者

る売場になるのだし︒

よ︒それに自販機そのものも魅力あ

B記者

を挙げたキャンペーンはどう？

C記者

けてもっとアピールすべき︒

京オリンピックに向けて外国人に向

公共施設の入札でAEDの

協調の話がでたけど︑業界

来の人手不足がある︒AIやロボッ
費用を負担させられたりするのは気

他の重要な課題として︑将

実際にメーカーやオペレーターでは
ト化が期待されているが︑人手不足

B記者

の今︑労働力という点でも避けては

付帯的な機能ばかりではな

見守り自販機を展開しているし⁝⁝︒
く︑シンプルに飲みたいときにすぐ
の毒︒もっと理解してほしい︒
常温や強冷︑プラス 度の

A記者

通れない道なのかもしれない︒

ラとキリンとの動きも気になるね︒

携の交渉が破談になったコカ・コー
ションの面では︑作業が進むコール

進むのかもしれない︒またオペレー

ホットなど温度帯の多様化がさらに

D記者

買える水分補給のニーズも多いと思
ッシュレス化により適した形になっ
業務提携の話は協議中となっている
ドからホットへの切り替えは手作業

そういう意味では︑資本提

う︒電子マネー対応機も普及しキャ
ている︒

D記者

ようだね︒
その話とも関連するけど︑
れば︑大変に効率化が図れるように

で大変だと聞く︒これが自動化され

メインブランドの横展開が

自販機専用商品の動きは？

C記者

だろう︒さらにコミュニケーション

︱
多い中︑ノンブランドや低い認知の
利益管理もすごくシビアになってい
の面では︑スマホの活用などもある︒

す。移転をすると水が変わり体調を崩す方も中にはいると言われておりますが、編集

暗いなあ︒確かに厳しいかもしれな
ブランドを冠にした商品と売価バラ
ると聞く︒多くのメーカーが自販機

色が飛び込んできて、その開放感と丸見えの緊張感が同居し，気の引き締まる思いで

いけど︑将来への種まきも含めて各
部門を切り離して自販機専門会社を

容量を少し減らして値頃感

B記者

ンスを使い分けているようだね︒

を一新した新事務所にて起動しております。事務所に入ると、ガラス越しに外部の景

そうだね︒スマホ自販機し

だきます。9/11より全国清涼飲料工業会も全国清涼飲料連合会と新名称・レイアウト

D記者

自販機ビジネスのますますの進化に
期待したい︒

B記者

立ち上げ︑独立採算制にしている︒
自販機と手売りのビジネス

を 出 す 動 き は 今 年 も 見 ら れ た︒

名称変更・事務所を移転しました

社積極的に発信しているじゃないか︒

部では、飲料業界団体として会員社の製品を飲みながら心も体も整え，これからも業

CVSのクーポンキャンペーンが増

します。

かり強冷自販機しかり︑女性向けや
はそもそも性質が異なるので︑分け

ドキをお届けいた

たいと思います。

外国人向けなど︒最近ではクーポン
えている中では︑価格コンシャスな
機をひとつのお店と考えると店舗運

にワクワクとドキ

指せるよう取り組み

の配信も！ 話題が続々とある︒
て然るべきという考えもある︒自販

A記者

特に缶コーヒーはその傾向

施策も必要なのだろう︒

う一度、みなさま

らない」自販機を目

展開台数は減少しているか

ーの後にさらにも

からも「なくてはな

B記者

ントしました。これ

もしれないけど︑消費者に目を向け
営に近いのだから︒
台を任されたら 店舗の

コラミングの工夫などで収

益を上げているところもあるしね︒

B記者

掃から始まると聞いたことがある︒

社長ということになる︒自販機の清

C記者

が強いようだ︒ 円アップで回転が

の秋冬はパーティ

てもらうためにもニュースを発信し
すっかり鈍ってしまった話は枚挙に
いとまがない︒

清涼飲料水をプレゼ

省エネもアピールすべき︒

いう軽快な音がパーティーを盛り上げるシャンメリー。今年

D記者

が︑打開策も出てきている︒

をご覧ください。栓を開けるときのドキドキ感とポン！ と
（エコクリップ）と

続けていくことは大事だよ︒
C記者

メーカー間での商品の相互販売

秋以降の本格商戦に期待したい︒

︱
提携の話に戻るけど︑合弁

会社を立ち上げるなどしてお互いの

A記者

B記者

対象商品で泣き笑いがある

はどう？
ノウハウを守りつつ協調すべきとこ
最後に︑未来の在るべき姿は︒

前号で節目の50号を発刊させていただき、新たなスタートを本号にて切らせていた

〒 101-0041
東京都千代田区神田須田町 2 丁目 9 番 2 号 PMO 神田岩本町 2 階
一般社団法人全国清涼飲料連合会「清飲彩」編集部
TEL 03-6260-9260 FAX 03-6260-9306
本誌ご送付先に変更などがございましたら、上記までご連絡ください。

●編集部より

JR 神田駅方面

みたい︒自社自販機で相手先商品の

詳しくは、キャンペーンサイト https://chanmery-cp.com

市場で稼働している自販機の年間消

2

8 月末刊行 体裁：B5 版
新しい研究成果などに関する論文を豊富に掲載
定価：4,620 円（会員割引価格※：3,080 円）
定期購読料：9,250 円
（会員割引価格※：6,170 円）
※全清飲会員・賛助会員、日清研会員に適用

ろは協調すべきだと思う︒

（No.182 2017年・第2号）

︱

『ソフト・ドリンク技術資料』

動きはいいが︑他社自販機での自社

全清飲ホームページよりお申し込みください。

50

国内では当たり前の自販機

●刊行物情報

商品の動きが悪いといった感じで︒

いただく機会になったかと感じます。アンケートに参加いた

だいた方には参加賞

A記者

界発展の為に情報発信をして参ります。

50

10

消費者はヒットブランドを

方にご参加いただき、自販機の社会貢献について再認識して

C記者

第2回応募期間 2017年12月1 日（金）～ 12月26 日（火）

費電力は2005年と比べて ％以

にご応募いただけます。

上︑さらに一台当たりでは 年前と

ンが止まった時でも自販機に取り付けてあるハンドルを約

％以上も削減！ 災害対応

か、はがきにレシートを貼り付けて投函いただくことで手軽

型自販機もあり社会的意義ももっと

この自販機は災害時無償で清涼飲料水を提供し、ライフライ

比べて

専用の応募フォームへレシート画像をアップロードいただく

伝えていくべき︒

の「災害対応型自販機」による体験をしていただきました。

例えばカメラによる見守り

だくことで参加いただけるプレゼントキャンペーンで、WEB

あらためて社会的役割とは︒

まずは「パネル」で理解していただき、手回し発電式タイプ

A記者

キャンペーン期間中にシャンメリーを2本以上ご購入いた

︱

ンペーン～ を開催いたします。

を装備し︑その発信が求められると

が目的です。全清飲ブースでは災害時の自販機の取り組みを

業

域防災力の向上を図るため実践的な訓練を実施することなど

も外国人にとっては目新しいので東

第1回応募期間 2017年10月27 日（金）～ 11月30 日（木）
能があります。当日は天気が良く家族連れや学生など多くの

記

計600名様に当たる!!” ～ 2017シャンメリープレゼントキャ

14
15

出せたり、スマホや携帯電話は約 1分充電ができるなどの機

座談会参加者（敬称略） 食品産業新聞社・菊池美智世、食品新聞社・松鷹俊彰、
醸造産業新聞社・室田亮一、日刊経済通信社・稲野結子（2017年7月31日に実施）

が

斬

者
界
多摩直下地震マグニチュード7.3で、自助・共助に基づく地

一か所で買えるので︑ウエルカムだ

70回回転させ充電が完了すると3 ～ 5本の清涼飲料水を取り

コンビニの店舗数を凌駕する約213万台強の
清涼飲料自販機について放談してもらった。

！
る

「 2017年
自販機戦略の見どころ」
座談会で
全国シャンメリー協同組合は、秋から冬にかけてのパーテ
ィーシーズンを盛り上げるべく“QUOカード2,000円分が合

思う︒昔は近所の大人が子どもたち

全清飲の活動や、
今後の予定をお知らせします。

業界ニュース、最新事情……
全清飲は 9 月 3 日開催の東京都・調布市合同総合防災訓練

60

25

全国シャンメリー協同組合
プレゼントキャンペーン
中小企業

東京都
総合防災訓練に出展
自販機

（於：調布市多摩川児童公園）に出展しました。想定地震は

77
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全清飲

イ

World
Drink
Repor t

タリアでは紅茶飲料が定番

Vo l . 0 3

の清涼飲料水として幅広い

夏季限
定
ミントフ
レ ーバ
ーの
グリー
ンティ
ーは
リフレッ
シュに
ぴ った
り！

世代の人たちに親しまれて
イタリア・
ミラノより

的で、甘くフルーティーな味わいが特
徴です。スーパーなどに並ぶ商品だけ
でなく、イタリア人の憩いの場でもあ
るバールやレストラン、ファストフー
ド店でも定番のドリンクメニューとし
て愛飲されています。
イタリア語で夏を意味する
「Estate」と、茶を意味する「Tè」を
組み合わせた「ESTATHÉ」の紅茶飲
料は、子どもから大人まで知らない人
がいないほど人気のブランドで、ペッ

発行日／ 2017 年 10 月16 日

トボトルの他に、ユニークなカップ型
の商品がトレードマーク。定番のレモ
ンティーは季節を問わず、一年中人気
があります。近年では健康志向が高ま
り、イタリアで以前からヘルシーな飲
みものと認知されていたグリーンティ

発行／一般社団法人 全国清涼飲料連合会 〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-9-2（PMO 神田岩本町 2 階） TEL 03-6260-9260（代）

ーにミントをあわせた、ミントフレー
バーのグリーンティー（加糖）も人気。
緑茶の苦味・甘みとミントの爽やかさ
が絶妙にマッチした飲みものとして好
まれています。
飲料情報 黄色いカップのレモンティー：200㎖、約
0.5ユーロ（約70円）
。緑のボトルのミントフレーバー
のグリーンティー：1.5ℓ、約2ユーロ（約270円）
レポート GI ／イタリアの都市、ミラノ在住歴約20年。
デザインに関する仕事に従事。高校、大学をイギリスで過
ごし、大学のフィールドトリップをきっかけに渡伊。

ABOUT
ミラノ

多彩なフレーバーとユニークな
容器で親しまれるアイスティー

2017 AUTUMN Vol.51

います。砂糖や果汁入りのものが一般

世界の飲料事情についてのレポートをお届けします。
各国の情報収集は、5 年以上現地に暮らし、
生活者視点の情報に精通した 500 人以上の
日本人女性のネットワークの協力で、現地から
旬な話題などをお伝えしていきます。
取材協力／株式会社 TNC
70ケ国 500人の日本人女性ネットワーク
＂ライフスタイル・リサーチャー＂を運営。
http://lifestyle.tenace.co.jp/

イタリア随一の経済都市でありトレンド発信地でもあるミ
AUSTRIA

ラノ。ミラノ・コレクションや世界最大規模のデザインの
祭典ミラノ・デザインウィークなどデザイン都市としても
有名。

ITALY
清涼飲料水
生産量

一般社団法人全国清涼飲料連合会（略称：全清飲）は、共
益と公益を優先する業界の代表である団体として、清涼飲
料水製造・販売・関連事業者の法令遵守徹底、会員と行政
との間で円滑な連携活動の推進、CSR の推進・支援、指
導、清涼飲料水の健全な消費促進、清涼飲料水に関する知
識の啓発・普及を目的として事業を行っております。

イタリアの清涼飲料水生産量は 16,883,700㎘／年。同年日本の生産量の 1.03 倍程
度。
（
「清涼飲料水関係統計資料」より）

