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謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は一般社団法人 全国清涼飲料連合会（略称：全清飲）の事業推進
❶

８月に一転、特に東日本を中心に低温・長雨の影響から市場は冷え込みまし
た。ただ、年間累計では会員各社のアグレッシブな新製品やマーケティング

これがわが社の「MVP」

【株式会社日本キャンパック】

14

組合会員探訪

【東京都清涼飲料協同組合】

全清飲NEWS 2018 WINTER
15 「エコプロ2017」
出展
今年も地サイダー・地ラムネ祭り こだわり食品フェアに出展
16

このような中、全清飲は、成長戦略と構造改革を推進するために 5 月の総
を変更するとともに事務所を移転致しました。引き続き将来に向けた盤石な

❷

体制作りに取り組んで参ります。
2018年は、前身母体である全国清涼飲料水同業組合が1918年に設立されて
から100年目となる節目の年です。2020年の東京オリンピック・パラリンピック

清涼飲料業界

10大ニュース

活動の取り組みにより、生産量はほぼ前年並みを維持できたと思われます。
会で定款変更を行い、9月11日には一般社団法人 全国清涼飲料連合会に名称

地域と会社の未来に向け、地元を大切にしたCSRを

12

に多大なご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。
昨年を振り返りますと、春先から 7 月まで好天に恵まれ好調だったものの

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

10

年頭のご挨 拶

パソコンから

Special Feature

04

2018 年

を前に、設備投資を中心としたインフラ整備などから日本経済は戦後最長の
スマートフォンから
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。
❷ PDF形式でお楽しみいただけます。

景気回復を更新する見込みのようです。このおかげで消費者マインドが改善、
個人消費が持ち直し、清涼飲料業界にとっても追い風となることでしょう。
全清飲は、引き続き業界の健全な発展に寄与していくため、業界共通の共
益、社会共通の公益を優先し、環境問題や食品ロス削減、法令改正の対応と
普及など直面する諸課題に対応すると

World Drink Report

ともに、将来に向けて活動領域の拡大

イラン・テヘラン
❶

にも取り組んで参ります。
本年も会員・賛助会員の皆さまなら
びに行政の皆さまのより一層のご支援
を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。本年の清涼飲料業界の一層の
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発展を祈念するとともに、皆さまのご

『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。

多幸を心よりお祈り申し上げます。

発行／一般社団法人 全国清涼飲料連合会
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（代表）

一般社団法人 全国清涼飲料連合会

会長

編集・デザイン／株式会社コンセント

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。
メール：kouhou@j-sda.or.jpまでご連絡ください。

03

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。

こ

ご う

さ ぶ

ろ う

小郷 三朗

知るほど納得！

成長続く、清涼飲 料業界を徹底解剖！

炭酸飲料

野菜飲料

ウーロン茶飲料

果実飲料

スポーツ飲料等

紅茶飲料

乳性飲料（希釈を含む）

その他飲料

その他無糖茶飲料

コーヒー飲料等

緑茶飲料

ミネラルウォーター

無糖茶飲料が登場

新たな分野を切り開き
今も成長し続ける業界

●総生産量の推移（1951〜2016）

清涼飲料水の生産量の推移を品目別

に積み上げました︒2016年の総生

産量は約2126万㎘で︑この生産量

1

は︑日本人が毎日500㎖ペットボト

ルを約 本飲んでいる計算になるとい

うから驚きです︒まさに右肩上がりに

成長を続けている清涼飲料業界︑その

原動力は何なのでしょうか︒

成長への原動力︑それは︑飲料水の

新たな分野を切り開いていくことにあ

りました︒戦前からある﹁炭酸飲料﹂
︑

年 に 世 界 初︑

69

﹁果実飲料﹂
︑希釈する﹁乳酸菌飲料﹂

が メ イ ン で し た が︑

﹁缶コーヒー﹂が誕生︒あわせて製造

方法など新しい技術が確立し︑これが

多様化のきっかけとなりました︒

また販売形態では缶コーヒーを温め

て販売する自販機が開発され︑売り場

の拡大とともに飲用形態が広がる契機

となりました︒

年代になると︑健康志向の高まり

などから無糖茶飲料が登場し︑加糖飲

料から無糖へ︑ニーズが広がり︑さら

にミネラルウォーターのシェア拡大が

続き︑これらが既存の品目に上乗せさ

れる形で︑総需要を伸ばしています︒

80

全国清涼飲料連合会の前身、全国清涼飲料水同業組合が誕生してから今年で100年。
これまでの生産量の推移を歴史とともに振り返り、引き続き成長し続ける清涼飲料業界を徹底解剖します。
（㎘）
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加温販売できる
ペットボトル登場

小型ペットボトルが登場

1500万

ペットボトルの
飲料登場

1000万
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1980 年代

1990 年代

2000 年代

2010 年以降

日本の清涼飲料水の始まりとされる

1948年食品衛生法が施行され、そ

62 年にびん自販機が輸入され、自

70年に缶自販機が登場し、73年に

80 年にスポーツドリンク「ポカリス

ビール系飲料会社や大手資本が本

21 世紀を迎えるY2K 対応での「ミ

2011年の東日本大震災では命をつ

「炭酸飲料」の上陸は1853 年。ペ

れまで透明でなければならなかった

販機での販売がスタート。65年に炭

缶コーヒーを温めて販売するホット

エット」
（大塚製薬）が登場し、電

格的な事業を開始。またPBも登場。

ネラルウォーター」備蓄がきっかけ

なぐライフラインとして清涼飲料水

リーが黒船に積んで来航、幕府の

ものから、混濁ジュースの生産も可

酸栄養ドリンク「オロナミンＣドリン

自販機が開発されました。コールド

解質による水分補給という新たな需

ブランド化が確立したのもこの頃で、

となり、家庭での需要が増加。また

を提供。農林水産大臣より感謝状

役人をもてなした飲みものだったそ

能になり、多様化のきっかけに。51

ク」
（大塚製薬）
、69年に世界初の

との切り替えが可能であり、清涼飲

要を開拓。また81年、無糖茶飲料

大量のTVCFの投下によるパワーマ

容器包装リサイクル法が00 年完全

を贈呈されました。また自販機の据

う。その後、製造設備やびん、香

年「バヤリースオレンジ」
（当時、

缶コーヒー「ＵＣＣコーヒーミルク入

料水の売り場が広がる契機になりま

の先駆けとして「缶入りウーロン

ーケティングが展開され、大規模商

施行、次いで循環型社会形成推進

付検定試験が10年からスタートしま

料などが輸入され、長崎や横浜で

朝日麦酒）
、54年に日本初の缶入り

り」
（ＵＣＣ上島珈琲）が登場。日

した。また需要増加に伴い容器のリ

茶」
、85年に「缶入り緑茶」
（ともに

品、大規模キャンペーンで世間から

基本法が公布、容器の３Ｒなど環

した。15 年に全清飲は社団法人化

飲料「明治天然オレンジジュース」

本ならではの多様化が始まりました。

サイクルや美化活動が本格化しまし

伊藤園）が登場し、健康志向が高

注目されました。品目別では無糖茶

境対応が本格化。さらに自販機の

して60周年を迎え、17 年に定款を

た。

まる中、清涼飲料水に無糖という価

飲料が堅調に伸ばし、またニアウォ

省エネや住所表示ステッカー掲示な

変更。全国清涼飲料連合会に名称

値が創出されました。

ーターが一大旋風に。

ど社会貢献活動を加速させました。

変更しました。

製造が開始。
「ラムネ」
・
「サイダー」
など炭酸飲料と果実飲料、乳酸菌
飲料の時代が長く続きました。
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（明治製菓）が登場しました。

イラスト／山内庸資

04

成長続く、清涼飲料業界を徹底解剖！

自販機︑総消費電力量
2016年 .2 ％削減

兆8787億円︒この年間売

間生産金額︵2016年︶は︑

生産金額は
1日約100 億円

年
り上げを 日単位に換算すると︑ 日
約100億円分の清涼飲料水が生産さ
れていることになります︒
︶
︒酒類や菓子類︑牛

この生産規模は加工食品業界内でナ
ンバー ︵ ※
乳・乳製品などを含む全 業種の加工
食品の生産金額合計は約 兆988億
円︒その中で︑清涼飲料水は全体の約
％︑業種別でナンバー のシェアを

誇っています︒加工食品業界は︑すで
に成熟した市場のため大きな変動はな
いものの︑清涼飲料業界はその中でも

日刊経済通信社調べ

成長を続けています︒
※

200万台を突破︒台数が増える中で︑
さまざまな社会課題が浮上︒こうした
課題のひとつとして取り組んできたの

したのは1962年︒その後︑

本で飲料自販機の設置が本格化
きな成果の要因としては︑省エネ型自

量を ・ ％削減に成功しました︒大

2005年から 年までに総消費電力

※

が省エネ対策です︒清涼飲料業界は︑

日本の治安のよさや100円硬貨の改
動販売機の積極的な導入︑特に最新省

い ち 早 く 省 エ ネ 対 策 に 取 り 組 み︑

鋳︑大量流通に後押しされ︑自販機は
エネ機であるヒートポンプ自販機の継

日

いっきに日本全国へ︒ 年には日本特
場し︑ 年には100万台︑ 年には

有の﹁ホット＆コールド﹂自販機も登
※ 2005年比

続投入が大きく寄与しています︒

380万6200㎘で全体の

目 別 で み る と︑ 炭 酸 飲 料 が

品目別トップは炭酸飲料

品
・9%とトップ︒過去 年連続で伸

ばし続けており︑2008年と比較し

日本の年間生産量は︑
世界 億人が飲んで
約 日分

世
界でもトップクラスを誇る日本
の年間生産量︒その量は︑なん

と約2125万6200㎘︒世界人口
億人が 日 本500㎖ずつ飲んで

も約 日はかかる計算になります︒

与えた要因のひとつが︑容器の

涼飲料水の普及に大きな影響を

今や容器の 割が
ペットボトル

清

変化です︒もともとはびんが主流でし
たが︑ 年代になると缶が登場︒自販
機の登場とともに 年代には缶が主流
になるも︑ 年に大型ペットボトルが
登場︑ 年に小型ペットボトルの自主

れています︒2016年の新製

年︑驚くほどの新製品が発売さ

1年間967 点の
新製品！

毎
品数は︑なんと967点︵リニューア
ル品を含む︶
︒この中で次年度に残る

回だけ

のは数点といわれています︒

年間で
生産割れは

前
頁の総生産量の推移にみる通り︑
右肩上がりで生産量を伸ばして

きた清涼飲料水︒ 年からの 年間で
前年割れをしたのはたった 回で︑さ

65

らに 年連続では 回のみ︒この間︑

9

日本の総人口は ・ 倍に増加しまし
たが︑その伸びを大幅に上回る111
倍の成長を遂げています︒

1951年から
2016年の65年間で

ャップできる便利さで︑ペットボトル

のトップに躍り出ました︒その後も勢
容器 ・ ％に対してペットボトルが
・ ％となり︑ついに容器別シェア

・ ％︒今もそのシェアは年々増え

いは止まることなく︑現在のシェアは

※ ヒートポンプ自販機では、コールド商品を
冷やした際の排熱を外に放出せず、ホット商
品を温めるために再利用しています。

の需要は爆発的に拡大︒ 年には︑缶

規制が撤廃されると︑その軽さやリキ

5

缶容器

111倍に！
他容器

て ・ 倍︒総生産量の ・ 倍を大
きく上回ります︒
なお︑茶系飲料は緑茶飲料が ・

％︑緑茶飲料が ・5%などで︑ウー
ロン茶︑むぎ茶などと合わせると ・
％となります︒

9
51

3

1

ペットボトル

2000年

72%

約 6日

7

70

続けています︒

06
※ 数字は「清涼飲料水関係統計資料」より

07
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13.1%

2

ペットボトル
シェア No.1
0

14.9 %
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1

82

17.9%

65

72
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61

6
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100 億円
1日約
炭酸飲料

84

15

13

74

1

3
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1

2

その他
清涼飲料

10

1

74 億人
00

1
28

96

7

だからこそ、その数字の持つインパクトは驚きのものばかりです。
73

1

5 37

私たちの毎日の暮らしの中で、身近な存在として親しまれている清涼飲料水。

61

4

61.2％CUT
46

知っておきたいキーナンバー！
！
77

4

総消費電力量

清涼飲料業界なら
17
1

8

成長続く、清涼飲料業界を徹底解剖！

9

意外な結果も
地域別飲料支出

5

1

総務省が発表する家計調査年報から

5

日本各地の飲料への嗜好を探ってみま

4

しょう︒ 世帯当たりの年間支出金額

︵※︶は 万3074円︒2011年

の 万8596円から 年間で ％︑

約4500円増加しています︒さらに

県庁所在地︑政令指定都市に限って見

ると︑飲料支出のトップは千葉︑川崎︑

福島︑前橋︑水戸の関東勢で占められ

1

1

ていますが︑品目別ではコーヒー飲料

3

の 位が青森市︒さらに果実・野菜ジ

1

ュース︑炭酸飲料の ジャンルで 位︑

盛岡市はスポーツドリンク 位と飲料

好きをうかがわせます︒あなたの出身

地はどんな飲料が人気か調べてみると

2

意外な発見があるかもしれません︒

※ 対象は 人以上の世帯︒農林漁家世帯を含む︒すべて
世 帯 あ た り の 年 間 支 出︒
︵総務省家計調査年報
2016︶
1

年間支出 北海道

49,750 円

清涼飲料業界の知っ得リビア

!?

生産金額や生産量以外にも、清涼飲料業界の魅力が分かる数字はまだまだあります。
知っていると話したくなる、そんな数字と情報をまとめてご紹介します。

沖縄

52,333 円

93.9％

92.4％

16
83
9

07

足︒ 年容器リサイクル法の成立を受

年間支出

8,482円

アルミ缶

けて︑ガイドラインや自主行動計画を

乳酸菌飲料1位

スチール缶

71％

円

8

発表し︑自治体や行政との協力体制を

鹿児島市

6,738

ガラスびん

60

日本のリサイクル率は
世界でもトップレベル！

50,229 円

ミネラルウォーター 1位

ペットボトル

83.9％

浜松市

年間支出
四国

51,721 円

20

作りながら︑自主回収や分別収集への

年間支出 東海

Recycle リサイクル

56,779 円

10

清涼飲料水は戦後︑間もなくはリタ

年間支出 関東

40

年連続で 割を超え︑ 年は ・

46,963 円

でも最高水準であることが分かります︒

九州

※﹁PETボトルリサイクル年次報告書2017﹂より

年間支出

協力︑容器のリサイクルに力を注いで

5.1％

ーナルびんが主流でしたが︑経済の発

7.7％

9,522 円

きました︒その結果︑日本におけるペ

茶系飲料1位

展とともに︑大量生産︑大量消費の時

アルミ缶

ットボトルリサイクル率は︑ 年から

前橋市

80

代となり︑ 年代に缶︑ワンウェイび

50,106 円

52,021 円

ん︑ 年代にペットボトルが登場しま

年間支出 東北

49,968 円

1.5 ％

％︒海外のリサイクル率をみると︑米

スチール缶

23 ％

した︒業界では早い段階から環境美化

年間支出 中国

ガラスびん

国で約 ％︑エコ意識の高い欧州でも

年間支出 近畿

52,890 円

ペットボトル

や容器のリサイクルなどの問題に取り

年間支出 北陸

2,362 円

約 ％と︑日本のリサイクル率が世界

スポーツドリンク1位

Reduce リデュース（2004年度比）

組んできました︒

盛岡市

●素材別実績（2016年度）

ペットボトルでは1993年に︑ペ

6,915 円
果実・野菜ジュース1位 11,617 円
炭酸飲料1位 8,862 円

コーヒー飲料1位

ットボトルリサイクル推進協議会が発

青森市

●1世帯あたりの飲料年間支出

知っていそうで知らない！？

95

※「3R推進団体連絡会フォローアップ報告」より

もっと知りたくなったあなたへ

全清飲では、業界のみなさまの業務に
お役立ていただけるよう、さまざまな資料をご用意しています。

まだまだある！ 知っ得リビア
5月4日はラムネが誕生した
「ラムネの日」！

09

全清飲HP

清涼飲料水
関係統計資料（5月発刊）

清涼飲料水に関する疑問や質問
をQ＆A形式で、分かりやすくご紹
介。さらに、「清涼飲料水ガイド
ブック」や「清涼飲料水関係統
計資料」から、一部抜粋した情
報もご覧いただけます。

各種飲料の生産量、容器別生産量、
容器再資源化率、自動販売機、海
外統計、業界ニュース、ブランド一
覧など、マーケティングにご活用い
ただける統計を見やすく掲載してい
ます。

清涼飲料水
ガイドブック
清涼飲料水の生産、販売、環境に関
する基本情報から、法規、関係官庁、
関連団体の一覧、さらに清涼飲料Q＆
Aや資料集を掲載。新入社員教育用
としても分かりやすい内容の1冊です。

開栓されたキャップは
リングで見分ける！
ブリッジ

リング

成人は毎日1.3Lの水分を
飲みものから摂っている！

「レモン果実1個当たりの
ビタミンC量」は20mg！

日本独自の清涼飲料水といえ

ペットボトルのキャップは、本

成人が1日に必要な水分は約

清涼飲料水では、添加したビタ

ばラムネ。ラムネが誕生したの

体とリング、それをつなぐブリッ

2.5ℓ。そのうち0.9ℓを食品自

ミンCの量をレモン果実の個数

は1872 年（明治 5 年）5月4

ジでできています。少し回すと

体の水分と調理水、0.3ℓを体

に換算して表示する場合があり

日。東京の千葉勝五郎氏が「ラムネ」
（檸檬

本体とリングをつなぐブリッジが切れ、本体とリ

内の酸化燃焼から得て、1.3ℓをあらゆる飲みも

ます。その場合、
1個当たりのビタミンC量は20㎎

水）の習得するための願書を、当時の東京市に

ングが離れます。リングが回れば開栓済。開栓

のから摂取しているそうです。水分を摂取すると

で計算。厚生労働省発表の「日本人の食事摂

提出したのが始まりとされています。ここから5月

を始めて回したときに、ブリッジが切れ、手に

きは、水だけを飲んでも効率よく吸収されません。

取基準（2015年版）
」によると、成人1人当たり

熱中症の予防対策などでは、ナトリウムなどの

の1日の摂取基準は100㎎。レモン5個分の表示

塩分を含んだ清涼飲料水の摂取がおすすめです。

で、1日分のビタミンCが摂れることになります。

4日は「ラムネの日」に制定されました。

「わずかな振動」が伝わるか、
「かすかにカチっ
という音」がするか、確認しながら開けましょう。

08

CSR活動を通して会社の魅力をアピール

次世代を担う子どもたちの成長をさまざま

CSR活動により社員一人ひとりが会社に
し就職希望者に選ばれる企業となって、地

な形で支援していくことで、町民が暮らし

対して誇りを持てるようになることで、企
元就職者の増加や町内活性化に貢献します。

やすい環境作りを支えていきます。

業としてさらなる成長を目指していきます。

群馬県民の DNA ともいわれる『上毛かるた』。
明和町の上毛かるた大会に、140㎝のトロフ
ィーを 30 本、個人賞用の盾 70 個、参加賞や
自社製造の製品を提供。頑張る子どもたちを
応援しています。

︒国内の清

術のちからで︑充填の世界

︱

を広げたい

涼飲料水受託製造のシェア
工 場 に は︑

分間に

ナンバーワンの日本キャンパック︒群
馬県内にある

﹁明和町に工場を作って 年︒関東圏

涼飲料水の生産に対応しています︒

能なラインを完備して︑さまざまな清

ラスの無菌充填ラインを筆頭に︑高機

1200本を充填できる世界トップク

1

で立地がよく︑水もよい︒清涼飲料水
の生産に適した場所です︒これからも
事業を継続し発展させていくために︑
地域への貢献として新たな形のCSR
活動に力を入れる企画の実現を指示し
ました﹂そう語るのは︑取締役執行役
員の砂廣俊明さん︒日本キャンパック
では︑未来を担う子どもたちに向けた
﹁ 年幸せ応援計画﹂という活動に取
り組み始めています︒

日本キャンパックのみなさん。右から総務部総務課長の川野辺光也さ
ん、総務部総務課の上地温子さん、取締役執行役員の砂廣俊明さ
ん、営業本部営業 2 部部付部長の五十嵐賢一さん。

役員さんなど︑町のなかでのつながり

るにあたり︑役場や町長︑子ども会の

課長の川野辺光也さんは︑計画を進め

す﹂関係者との調整を進めてきた総務

年幸せ応援計画﹄で

と町全体に貢献できないだろうかと考

いないのではないか︑これからはもっ

だけでは周辺の方にしか思いが届いて

回の感謝祭を開いていました︒感謝祭

事業への理解と感謝をこめて︑年に一

の取り組みで社員が会社を誇ることが︑ して︑次世代へ目を向けて動き出した

業部部付部長の五十嵐賢一さんも﹁こ

れています︒お客さまの窓口である営

みには社員からも多くの期待が寄せら

場見学会なども実施︒これらの取り組

ども向け﹁飲料教室﹂や高校生向け工

奔走している上地温子さん︒また︑子

考えて実行しています﹂と実施に向け

社として町全体を盛り上げる仕組みも

の文化会館の命名権などを取得し︑会

支援︑さらに子ども園のバスや明和町

﹁これまでは︑工場周辺の方に対して︑ 活動や防犯灯の設置といった環境への

を予定しています︒さらに︑道路清掃

子どもたちが参加するイベントの支援

日本キャンパックのCSR︒未来に繋

業界を支えるコントラクトパッカーと

にしっかり根を下ろしつつ︑清涼飲料

こと︒群馬から日本全国へ

域貢献と会社の発展につながっていく

提供することで︑ひいては継続的な地

就職・結婚し︑暮らしていける環境を

地元で育った子どもたちが︑この地で

す﹂

は企業として大きな課題でもありま

支えるのはやはり人︒若手の人材確保

の大部分は機械が行いますが︑それを

後の雇用状況は厳しいものです︒業務

︒地元

となって尽力していくといいます︒

︱

日本キャンパックの目指すところは︑

も広がってきているといいます︒

お客さまに安心安全な商品の提供に繋

案したのが︑
﹃

﹁この計画は︑生まれてから成人する

がる好循環を広げるために︑社員一丸

まな形で支援していこうというもの︒
例えば︑群馬の地理︑偉人︑歴史を題
材にした﹃上毛かるた﹄の大会やドッ

﹁2017年は︑新基準でくるみんマ
ーク︵子育てサポート企業︶を取得︒
群馬県第一号として︑地元テレビ︑新
聞︑群馬労働局の会報などに紹介され
ました︒また︑障がい者の積極採用で
職業支援機構から努力賞もいただきま
した︒当社はこれまであまり自社PR
を実施してきませんでしたが︑町に頑
張っている会社があることや装置産業
の魅力を知っていただく機会にしてい
きたい︒そして︑当社を知って身近に
感じ︑次世代を担う子どもたちに生活
の場として選択してもらいたいという

写真は群馬第 1 工場

地域︑住民︑会社にとって
よい循環を作っていく

がると考えています﹂と語ります︒

の協賛︑成人式でのお祝いの贈呈など︑ 思いがあります︒近年の少子化で︑今

子どもたちの頑張りを
地元企業として応援
まで︑明和町の子たちの成長をさまざ

子どもたちの成長を応援し
より身近な企業を目指す

45

1973 年、清涼飲料水を中心
とするコントラクトパッカー
として創立。74 年群馬工場
新設、炭酸ライン生産開始。
97 年赤城工場新設、アセプ
PET ラ イ ン 稼 働。2006 年、
利根川工場新設、アセプ PET
ライン稼働。現在、年間約 1
億ケースを生産。

10
11

社員が誇りを持てる
働きがいのある会社へ

4
住所：東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 2 号
創業：1973 年

「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。

さまざまな支援で
住民の暮らしをサポート

20

株式会社
日本キャンパック

魅力的な企業となり
地元就職率向上に貢献

日本ナンバーワンのコントラクトパッカーとして、群馬を拠点に成長してきた日本キャンパック。
次の世代に目を向けて、今年から新たなCSR活動への取り組みを始めています。

MVP

地域と会社の未来に向け、
地元を大切にしたCSRを

がわが社の
これ

日本キャンパックがCSR活動を通して目指す
地域社会、住民、会社の「三方よし」

技
株式会社日本キャンパック

20

チビー大会︑吹奏楽フェスティバルへ
1月7日開催の明和町の成人式で記念品を一人一人に手渡し。
地元企業として新成人を応援しました。さらに、2月に開催され
る町民文化大学教養講座にも特別協賛を予定しています。

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

設

合ってきたわけです﹂
阿部︵豊︶
﹁ 私たちの若い
ときは青年会︵のちに成年

前編

会︶という若手の会があり︑
それが登竜門でした﹂
森田﹁情報交換会や旅行な
ど交流を深めてきました﹂
安髙﹁私の父が1950年に
初代会長となり作ったのが
始まりで︑私も 代の頃に
会長を務めましたが︑当時
で 数名はいたと思います﹂

まずは東京の組合さんの特長︑

務用シロップ︵※ ︶や焼酎割り

安髙﹁組合員は現在 社です︒業

強みを教えてください︒

︱

東京都清涼飲料
協同組合

立から108年︒全国
の組合をけん引しなが
ら︑清涼飲料業界の発

展に貢献してきた﹁東京都清涼飲
料協同組合 ﹂
︒設立からの長い歴
史や組合員同士の関係性︑東京な
らではの独自性︑さらに中小の視
点からの業界展望を︑冬号と春号
にわたってご紹介します︒今号で
は東京の組合の特長︑長い歴史の
中で培った信頼関係︑そしてこの
組合があったからこそ成し得たこ
とについてうかがいました︒

が多いのが特長︒自らの強みを保
持している会社ががんばり︑活路
を開いています﹂
阿部︵豊︶
﹁ 中小企業のメイン事
業となっているシャンメリーなど
は東京が発祥の地です︒ニーズを
先取りして開発し︑市場を創出︒
その商品を全国の仲間に広めてき
たとも聞いています﹂
森田﹁東京の会員社は特に︑焼酎
割り用などシロップが強い︒もと
もと︑焼酎を清涼飲料水で割る飲
み方が東京で定着し︑居酒屋チェ
ーンの全国化などで広まった経緯
があり︑全国のマーケットのかな
りの割合が東京の会員社の商品の
みなさんのお付き合いも長い

ようです﹂

︱
のですか？
安髙﹁会社でいうと 代目︑ 代

などのサワー・ミキサー飲料︵※
︶
︑ラムネやサイダーなど︑さ

まざまな清涼飲料水を生産・販売
している中小企業が会員です﹂
阿部︵貴︶
﹁ 全国各地の中小企業
はさまざまな勝ち残り策を工夫し
てきましたが︑東京は独自ブラン
ドを育成し事業を継続してきた社

森田﹁丁々発止で値段競争

恵を出し合ってきました﹂

原料や添加物はないかと知

品開発のときなどは︑いい

いに設備を融通し合ったり︑新商

リアがかぶらなかったですし︑互

社が多かったので根本的に販売エ

ラムネやサイダーをやっていた会

昔は︑地元でリターナブルびんの

いてきたんじゃないでしょうか︒

っていい︒ずいぶん密な関係を築

関係が今も本会を支えていると言

阿部︵貴︶
﹁ 成年会で築いた信頼

ではできなかったでしょうね﹂

いく道を提案することは組合なし

が住み分けをしてともに成長して

たと思います︒当時︑中小と大手

まとまっていたからこそ実現でき

製品の宣言ですね︒これは組合が

るところだと 年の中小企業分野

阿部︵豊︶
﹁ われわれが知ってい

きたと聞いています﹂

府に業界の意見を届けることがで

せられたときは︑組合を通して政

けてきました︒ 年に物品税が課

難しい情報収集や交渉事を引き受

時代が変化するなかで︑個社では

者の嗜好も大きく変わりました︒

するとかはなく︑いいもの

阿部︵貴︶
﹁ これまで培ってきた
展のために役立つと思います﹂
森田﹁確かに︒時代に合わせて組

﹁東京清涼飲料水同業組合﹂設立
東部ラムネ製造組合︑西部ラムネ製造組
合︑果実蜜組合などの任意団体をまとめ
発足︒第 期組長に︑発起人の一人であ

﹁第 回全国清涼飲料品評会﹂開催

る松村祥一郎氏が就任︒

1

東 京・ 三 越 本 店 に て 開 催︒ 全 国 か ら
132点が出品され︑東京主要製造家の
特別商品も 品出品された︒

﹁第 回伊勢神宮参り﹂

9

組合会員
探訪

目なので︑先代︑先々代から付き

を作ろうと切磋琢磨し続け

組合の力は︑今後も業界全体の発
強い信頼関係ですね︒

たわけです﹂

︱

安髙﹁108年の歴史があ

界を盛り上げていきたいですね﹂

100名を超す組合員が参加︑組合員同
士の交流や活動が活発になる︒

戦時立法として物品税公布
当初売上の 割程度だった税率が︑ 年
には 割まで引き上げられ︑東京の組合
員が反発︒全国的な反対活動へと波及し︑
大蔵省へ陳情活動などを行う︒

﹁関東清涼飲料工業組合﹂設立
﹁関東清涼飲料工業統制組合﹂に組織変更
統制組合法に基づいて戦時下の統制経済
により︑企業整備が実施され︑中小清涼
飲料業者は 数社に整理統合される︒

﹁東京都清涼飲料工業協同組合﹂に
名称変更
統制組合法が廃止︒組合員 社によって
再出発し︑ 年には225社に︒

58

阿部豊（あべ・ゆたか）／同副理事長。スミダ飲料
株式会社代表取締役。

り︑設立から今日までには︑ 合が果たすべき役割を見極め︑業
戦争もありましたし︑消費

48

﹁関東清涼飲料協同組合﹂に組織変更
中小企業等協同組合法に基づいて︑
﹁関
東清涼飲料工業協同組合﹂から組織変更︒
同年︑
﹁シロップ部会﹂が発足︒

﹁第 回清涼飲料大会﹂を開催
消費者へ清涼飲料水
を広めるために東
京・三越本店にて開
催︒また︑若手が親
睦を深める目的で
﹁ 青 年 会 ﹂が 結 成 さ
れる︒

﹁東京都清涼飲料協同組合﹂に名称変更
炭酸飲料に使用するガスの協同購入を開
始︒ 年より共同購入事業がさらに拡大︒

﹁中小企業分野宣言﹂が実施される
組合員が団結して交渉し︑
﹁ラムネ﹂
﹁シャ
ンパン風密栓炭酸飲料︵シャンメリー︶
﹂
﹁びん詰めコーヒー飲料﹂
﹁びん詰めクリ
ームソーダ﹂
﹁ポリエチレン詰清涼飲料﹂
の５品目で大手企業の自粛要請︒ 年に
﹁焼酎割り用飲料﹂も追加︒

﹁ミキサー部会﹂が発足
オレンジ果汁の輸入完全自由化
現﹁東京清飲会館 ﹂が完成
組合設立から
100周年を迎える
記念式典・祝賀会を開催し︑
記念誌を発行︒

82

12
※ 1 かき氷シロップやカクテルベースなど。最近ではサワーなど焼酎割り用のシロップとしても活用されています ※ 2 焼酎割り用の各種フレーバーの炭酸飲料
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1910年
1934年
1936年
1939年
1940年

1

10

49

30

5

1

72

2

1944年
1947年
1949年
1950年

1910年、東京都内の
清涼飲料水の製造販
売を営む中小企業に
より設立。戦後の全盛
期の加入数は 225 社。
現在は 30 社が加入。
阿部貴明（あべ・たかあき）／同副理事長。丸源飲
料工業株式会社代表取締役社長。

個々の社が独自ブランドを保持
オリジナリティーある
事業展開で活路を開く
30

1

39

77

1971年 1961年
1977年
1995年 1992年 1982年
2010年

4

20

# 04
3

安髙俊彦（やすたか・としひこ）／東京都清涼飲料
協同組合理事長。株式会社サニーフーヅ代表取締役。
森田晃生（もりた・あきお）／同副理事長。スター
食品工業株式会社代表取締役社長。

全国各
地の
組合を
ご紹 介
！

東京都清涼飲料協同組合の足あと

写真は第 2 回清涼飲料大会の様子

清涼飲料業界

全清飲の活動や、
今後の予定をお知らせします。

自販機

「エコプロ2017」
出展

中小企業

今年も地サイダー・地ラムネ祭り
こだわり食品フェアに出展

清飲記者会／清涼飲料の業界紙11社で構成された記者会で
す。
「清涼飲料業界10 大ニュース」は毎年12月に開催され
る記者会にて協議され、1年を振り返り、清涼飲料業界にお
ける特徴的な上位10 項目をリストアップして決定します。

News

全清飲は清涼飲料自販機業界4団体で組織する清涼飲料自

1

販機協議会として今年で6回目のエコプロ出展をしました。
今回も「シースルー自販機」は大人気でしたが、もう一つ
の目玉は「ウエルカム自販機くん」です。自販機に質問が書
いてあり質問をめくると答えが分かる仕組み。ゲーム感覚で
楽しく「自販機の取り組み」などを知っていただきました。
またパネルを見ながら答えるクイズの問題①「2016 年総

17

清飲記者会が選ぶ

2018
WINTER
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全清飲

10 大ニュース
2017年を象徴するニュースや出来事が選ばれました。
説明は清飲記者会メンバーにお願いしました。

７月過去最高も、8月以降の天候不順
などが影響し生産量ほぼ前年並み

News

6

トマトジュースやスムージーが
けん引し野菜飲料が伸長

清涼飲料市場は、猛暑もあって7月は単月で過去最高の生産量とな

「スムージー」は小腹満たしなどの新たな飲用シーン提案や鮮度感

った。しかし、8 月以降は東日本の低温や長雨、度重なる台風到来

訴求が奏功し、新規野菜飲料ユーザーの拡大に貢献。健康志向を背

など天候不順の影響で、生産量はほぼ前年並みにとどまった。

景に機能性表示食品などの「トマトジュース」も伸長続く。

消費電力量削減率は？」
、②「飲料を冷やす際に出た熱を商
品の温めに再利用している機能は？」
、③「夏場の午後は冷

News

2

却運転をストップしている機能は？」に真剣に取り組み、オ
リジナルペーパークラフト「自販機貯金箱」をゲットしてい
ました。みなさんは答えが解りますよね（答えは以下です）
。
「住所表示ステッカー」も再認識され、多くの方に自販機の
「必要性」や「有用性」などについてもご理解いただくこと
ができました。
答え①2005年比で61.2%削減②ヒートポンプ機能③エコ・ベンダー機能

イメージ図

2月14日〜 16日、
「こだわり食品フェア2018（主催：食品
産業センター）
」に「地サイダー・地ラムネ祭り2018」と銘
打ち出展いたします。昨年に引き続き、幕張メッセ（千葉
北海道から沖縄まで各地の特産や名水を使った地サイダー・
商品が一堂に会します。2009 年の初出展から回を追うごと
に注目を集めています。

500㎖ PET入りコーヒー飲料の新製品が大ヒット。ITワーカーなど

賞味期限「年月表示」へ移行する商品が拡大。これまで賞味期間

を対象に飲用シーンを提案し他カテゴリーからの需要取り込みに成

12 ヵ月以上の水やお茶製品が対象だったが、今後12 ヵ月未満の商

功、2018年は市場形成の見通し。

品まで広がる。食品ロスの削減など環境負荷の低減が期待される。

試飲コーナーでは、昔懐かしい味から新商品までさまざま
な商品をお楽しみいただけます。日本各地の飲料の競演を見
て・飲んで・楽しんでください。

News

3

2018年戌年がスタートしました。犬は盲導犬や警察犬など社会性があり忠実で、干
支の中でも親しみやすい動物です。昨年の酉年が「商売繁盛の年」とされるのに対し
て、戌年は「守りの年」とされています。守りつつ成長できるよう「攻撃は最大の防
御」と攻めの姿勢を忘れない1年にしたいと思います。特集記事では業界の中にいる
方たちが外部に向けてお届けする資料をよりお伝えしやすく、楽しく、正しい数値を
お出ししています。飲料拡販の一助になればと考えております。今年も引き続きよろ
しくお願いいたします。

〈お願い〉本誌ご送付先の変更など
本誌ご送付先に変更などがございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。
〒 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

15

全清飲ホームページよりお申し込みください。

『ソフト・ドリンク技術資料』

News

8

フレーバーウォーターなど
透明な飲料の多様化で売場拡大

果汁入り飲料や乳性飲料に続き 2017 年は紅茶飲料やホットタイプ

ボトラーズジャパン」は売上高が一兆円規模、清涼飲料の販売数量

で透明な液色の飲料が発売され、透明な飲料の多様化が進んだ。売

は国内コカ・コーラシステムの約9割を担う。

場も拡大しコンビニの定番棚では4割程度を占めるまでになった。

4

●刊行物情報

東西ボトラーが統合、
コカ・コーラ ボトラーズジャパン誕生

2017年4月、東西2大ボトラーの経営統合で誕生した「コカ•コーラ

News

●編集部より

7

食品ロス削減を目指し、
賞味期限「年月表示」への流れ加速

県）での開催となります。
地ラムネを PR するこのイベントは、今年も 100 種類以上の

シースルー自販機で説明
を聞きながらメモを取っ
ている小学生たち

News

新コンセプトの
PETコーヒー飲料がヒット

無糖茶飲料が堅調。
麦茶、ほうじ茶の動き目立ち、
機能性表示食品も底上げに貢献

News

9

原料原産地表示制度が
9月1日スタート※

清涼飲料の大きな潮流である無糖ニーズ等を追い風に全体として好

かねてから検討事項の原料原産地表示について9 月 1 日に食品表示

調を継続。ノンカフェイン等の付加価値が支持される麦茶は夏以外

基準が改正された。加工食品の重量順位1位の原料について原産国

での飲用機会が拡大。独自風味等が人気のほうじ茶も拡大が続く。

表示が原則、義務化され猶予期限までに表示変更することになった。
※猶予期限 2022 年 3 月

（No.183 2017年・第3号）

1 月中旬発行 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（同上※：6,170 円）
※全清飲会員・賛助会員、日清研会員に適用

日本清涼飲料研究会
『第27回研究発表会 講演集』
1 月中旬発行 体裁：B5 版
昨年 10 月に開催した研究発表会の講演集
定価：5,140 円（会員割引価格※：3,080 円）
※日本清涼飲料研究会 会員に適用

News

5

自販機の総消費電力量61.2％削減 、
付加価値サービスも多様化
※

News

10

全清飲、定款変更。
新名称は「全国清涼飲料連合会」

飲料業界で存在感を増す自販機。ヒートポンプ機や LED 照明など

2017年度定時総会にて定款を変更。現在の活動内容に合わせていく

の導入で消費電力量は基準年の6割超を削減。省エネに加え、スマ

こと、成長戦略と構造改革を両輪で推進していくため活動理念など

ホやアプリと連動した販促などさらに魅力的な機能が増えてきた。

を一新するとともに、名称も変更し、事務所も17年ぶり移転した。

※ 2016 年／ 2005 年比

【次点】「シャンメリー」
、クリスマスに加えハロウィンでも売場創出
「乾杯飲料」シャンメリーの製造各社は、近年盛り上がりを見せるハロウィンのホームパーティーでの
シャンメリー飲用を提案。ハロウィンをクリスマスに並ぶ飲用機会とするプロモーションで売場を創出した。
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栄

World
Drink
Repor t

養バランスの素晴らしさか

Vo l . 0 4

ら日本でもスーパーフード

プルプルし
た
チアシ ード
の
食 感 が 楽し
い！

として話題になったチアシ
品を扱うお店で売られているポピュラ
ーな一品。腹持ちが良く喉の渇きを潤
す効果があるとして、断食明けの食事
などで重宝されてきました。もともと
イランの人たちにとって馴染み深かっ
たチアシードですが、最近になって、
必須アミノ酸など栄養が豊富なことが
新たに認識され、脚光を浴びています。
さらに、これまで自家製が主流だっ
たチアシードの世界に、市販飲料が登
場。
「栄養豊富なチアシードを手軽に
発行日／ 2018 年 1 月20 日

楽しめる」と、健康志向の若い世代を
中心に人気を集めています。それが、
この「Lucy Beauty Fresh」から登場
したチアシード入り果汁飲料シリーズ
です。ストロベリー、バナナ、マンゴ
ー、アップルなどさまざまなフレーバ

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）

ーがあり、フルーティな味わいととも
にチアシードのプルプルとした食感が
楽しめると人気。手軽で美味しく、栄
養豊富。それがチアシード飲料の新た
な魅力になっているようです。
飲料情報 Lucy Fresh社「Lucy Beauty Fresh」250 ㎖、
39,000リヤル（約130円）
。イラン国内主要スーパーマー
ケットの他、メーカーのオンラインショップなどで販売。
レポート YOKO／イラン・テヘラン在住22年。外国人で
初めて観光ガイドの資格を取り、現地の旅行代理店と提携
しガイドを行う他、イランの＂今＂
が分かるブログを発信中。

ABOUT
テヘラン

古くから断食月に親しまれた
﹁チアシード﹂
の果汁飲料が人気

2018 WINTER Vol.52

ード。実はイランでは、昔から漢方薬

イラン・
テヘランより

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/

国際的な展示会が多く開催されるなど賑わいを見せている
イランの首都テヘラン。ホテルやレストラン、緑のある公
園やショッピングモールも充実しており、2017年には住み
IRAN

SAUDI
ARABIA

やすさが最も改善した都市にも選ばれています。
清涼飲料水 イランの清涼飲料水生産量は 191,900㎘／年。同年日本の生産量の 90分の 1程度。
生産量
（
「清涼飲料水関係統計資料」より）

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。

