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新年のご挨拶 

                    理事長  奥中泰征 

新年あけましておめでとうございます。 

令和３年を迎えるにあたり謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

令和の新時代を迎えて天皇陛下の即位やラグビーワールドカッ 

プにおける日本代表の活躍など明るい話題で沸き立った令和元 

年とはうって変わって、令和２年は米中間の貿易摩擦が続いて 

世界経済に影を落とす中、新型コロナウィルスによる混乱、 

それを受けて東京オリンピック・パラリンピックの延期、米国 

大統領選挙とその後の混乱など、近畿石鹸洗剤工業協同組合が 

創立７０周年を迎えた記念すべき年は歴史に残る波乱の年になりました。 

特に新型コロナウィルス感染拡大による経済活動の停滞は社会、経済に多大な影響を与え、

政府による緊急事態宣言、GoTo キャンペーン、それを継続しながらの自粛要請など、アク

セルとブレーキを同時に踏むような政策が行われる中、新型コロナと共生する新しい生活

への試行錯誤が続いています。 

石鹸洗剤を市場に供給する当業界も手洗いによる需要拡大やホテル飲食店の稼働低下によ

る需要低迷など、事業分野ごとに需要が大きく変わり、その対応に追われつつ市場への安

定供給に努めてまいりました。 

感染拡大防止策、集団免疫やワクチンにより将来的にはこの混乱は遅かれ早かれ収束する

とは言われています。この市場の波乱の中においても新型コロナに負けない新しい生活様

式を実現すべく、組合員各社は互いに切磋琢磨しながら、協力すべきは協力しつつ市場の

要望にしっかり応えて行きたいと考えています。 

本年も組合員、賛助会員各社のお力添えをよろしくお願い申し上げます。 

 



第１０８回 技術部会 開催 

 

令和２年１１月２５日（水）第１０８回技術部会が、大阪産業技術研究所 森之宮センター(大阪

市中央区) 「大講堂」において４５名が参加して開催されました。 

 

講演(1)「保湿性などの機能性を有した新規アミノ酸系界面活性剤のご紹介」 

  講師 新日本理化株式会社 研究開発本部 研究開発部 

配合物性チーム        東條 莉奈 氏 

（講演要旨） 

・新日本理化㈱の会社案内 

  2019 年 創立 100 周年 

   主な製品群……オレオケミカル、可塑剤、プラスチックコーティング材料、潤滑油 

   本社・大阪 支社・東京  工場研究所・堺、京都、川崎、徳島 

 ・新日本理化の製品案内 

   オレオケミカル…天然の植物油・動物油を主原料とした工業用原料・パーソナルケ

ア原料 

   可塑剤……………プラスチックを柔らかくする 

   プラスチックコーティング材料…透明性や寸法安定性、剛性が向上する 

   潤滑油……………物体間に入り込み、摩擦を防ぎ効率よく潤滑する 

 ・新日本理化のオレオケミカル原料 

   エステル、グリセリン、脂肪酸、界面活性剤、アルコール 

   他種多様な界面活性剤、油脂誘導体をそろえている 

 ・界面活性剤の市場動向① 

   非サルフェート系界面活性剤のシェアが増加していて、 

代表例はアミノ酸系界面活性剤で、使用量が近年増加 

傾向にあり、成長している要因として 

    ・消費者の高安全性への要求、自然・天然への志向に合致 

    ・工業的に容易に製造できるようになった 

    ・洗浄以外（乳化、保湿）の機能を有する 

    ・消費者自身の化粧品原料に対する評価が深まる 

    ・使用量が増え、価格が低下して使いやすくなった 

   ※新日本理化のアミノ酸系界面活性剤 

    「エヌジェボン○ＲＡＳＰシリーズ」（アスパラギン酸とアルキル基を組み合わせ） 

     特長……さっぱりした洗い上がり感 高い起泡力、濃密な泡、優れた泡持続性 

         皮膚に吸着し難く、低刺激等 

     洗顔料、ボディソープやハンドソープ等の洗浄剤成分として使用 

 ・界面活性剤の市場動向② 

   タウリン塩界面活性剤のシェアが全体の 3 割となっていて、人気の要因は毛髪保湿

性、弾力性付与 皮膚保湿性 界面活性剤に用いると濃密で安定な泡を形成 

   ※新日本理化のエヌジェボン○ＲＡＳＰ－ＴＫＬシリーズ 

    「エヌジェボン○ＲＡＳＰシリーズ」にタウリン塩を追加 

     特長……起泡力・濃密度・泡持続性ＵＰ 毛髪への弾力性付与  

皮膚への保湿作用 

ＡＳＰ－ＴＫＬシリーズの起泡力、濃密な泡、泡持続性、毛髪への弾力性付与、皮 



膚への保湿作用について試験方法並びにその結果について詳しく説明があり、機能

性を有した独自の新規界面活性剤ＡＳＰ－ＴＫＬで今までにない泡感・使用感を体

感していただきたいと締め括られました。 

 

講演(2)「洗浄剤・界面活性剤の分析・評価 

           －大阪産業技術研究所森之宮センターの企業支援－」 

   講師 (地独)大阪産業技術研究所 森之宮センター 生物・生活材料研究部 

香粧品材料研究室   室長   静間 基博 氏 

（講演要旨） 

・大阪産業技術研究所の概要 

   目的 産業技術とものづくりを支える知と技術の支援拠点として中小企業の振興等を図

り、大阪経済及び産業の発展並びに住民生活の向上に寄与すること 

   業務内容１．産業技術に関する試験、研究、相談その他の支援を行うこと 

       ２．産業技術に関する研究成果・技術シーズの普及及び実用化を 

促進すること 

       ３．研究所の施設及び設備の提供に関すること 

       ４．産業技術に関する情報を収集し提供すること 

   組織 本部・和泉センター 

       対象する領域……機械・加工、金属、電気・電子、応用化学 

      森之宮センター 

       対象する領域……化学、高分子・ナノ材料、バイオ・食品、金属材料 

 ・森之宮センター 

     1916 年 市立大阪工業研究所 創立 

     2016 年 創立 100 周年 

      2017 年 (地独)大阪産業技術研究所 （統合・改称） 

     ＜主要業務＞ 

      企業支援研究、技術審査、先導的研究で新技術、新製品開発、課題解決、新分野

進出、人材育成、海外展開を行い、企業・業界支援で大阪産業の発展に寄与 

 ・製品化事例  びわ湖せっけんエコクリーン開発 

     琵琶湖の環境保全のために粉石けん使用を推進。合成洗剤に負けない粉石けん 

開発の必要性から昭和 63 年～平成 2 年 滋賀県より開発依頼あり、研究受託。 

溶けやすく、高洗浄力、環境に優しい、粉石けんを開発。 

引続いて改良品として、コンパクト化、液体化の開発に取組み製品化。 

・物性評価         洗浄力試験、脂肪酸組成分析について紹介 

・生分解試験        クーロメータによる生分解性評価 試験結果の紹介 

・洗濯用洗剤の除菌活性試験 大腸菌・黄色ブドウ球菌について試験結果の紹介 

・香粧品材料研究室について 化学分解性界面活性剤の開発 

    蛍光発光特性を有する両親媒性化合物の合成と応用開発 

   両親媒性環状オリゴ糖化合物を用いた分子認識と応用材料

開発  他 紹介 

・界面活性剤研究室について 機能性低分子ゲル化剤の開発 

              界面活性剤の依頼試験・分析 

              界面活性剤の測定機器の説明と紹介 

 最後に各種製品の成分測定について紹介されて、講演を終えられました。 

 



第 63 回 日用品化粧品業界年詞交歓会 中止  

 

令和３年１月５日開催予定でありました「第６３回日用品化粧品業界年詞交歓会」（近畿石鹸

洗剤工業協同組合・大阪府化粧品日用品卸組合・株式会社石鹸新報社 共催）は、新型コロ

ナウィルス感染拡大に収束の兆しが見られないこと、３密を避け感染を防ぐための様々な

案をホテル側や共催者と協議しましたが、どのような手段・方法をとったとしても宴会形

式での挨拶と飲食が中心である限り、参加者の安全を完全に確保することは難しいという

結論に至り、開催を中止することといたしました。 

尚、令和４年の年詞交歓会は、１月５日（水）大阪新阪急ホテルにて開催を予定いたして

おります。 
 

 

日工組 自社ブランド育成研修 開催延期  
 

日本石鹸洗剤工業組合(日工組)西日本支部(近畿石鹸洗剤工業協同組合)で、自社ブランド育

成研修～企画立案能力向上研修～を、令和２年１２月９日(水)～１０日(木)の２日間 大阪産業

技術研究所 森之宮センターにおいて開催予定致しておりましたが、新型コロナウィルス感

染拡大による大阪府のレッドステージ(非常事態)への移行を受けて、令和３年２月４日～５

日に延期することとなりました。 

組合員の皆様には、新たな日程で改めて参加募集の案内をさせていただきますので、ご参

加の程よろしくお願いします。 

 

 

令和２年度  大阪府知事表彰  （商工関係者）  
 

大阪府では、商工業の振興発展に功績のあった優良商工関係者（団体役員及び

従業員）が表彰されます。  

本年度の知事表彰受賞者は次の通りです。  

尚、表彰式は令和３年２月１５日と決定いたしておりましたが、新型コロナウィ

ルス感染拡大により式典は中止とし、表彰者には知事よりお祝いの言葉を書面

で渡されることとなりました。  

 

 

従業員表彰  

                  （敬称省略させていただきます）  

株式会社コスモビューティー 

中西  和久   西尾  泰弘   宮原  孝治   

嶋田  二郎   井尻  由美   荻野  高志   

大串  明弘   奥野木  勉   田中    洋   

菅井  千惠  肥田  哲行   関   孝雄   

深井    悟   松元  孝夫   沖田  辰之   

日本合成洗剤株式会社  

木村  正史  土井  秀重  吉田  幸弘  

岩崎  大介    

 株式会社マスター  

     土淵  有也  

 



組合行事予定 

≪近畿石鹸洗剤工業協同組合≫ 

石鹸部会 ２月２４日 大阪府教育会館 たかつガーデン 

情報交流会･環境保全部会 ３月２４日 大阪府教育会館 たかつガーデン 

決算監事会 ４月 ２日 組合事務所 

決算理事会 ４月 ９日 組合事務所 

第７１回 通常総会          ５月１８日(火曜日) シェラトン都ホテル大阪  

 

≪日本石鹸洗剤工業組合≫      

決算理事会 ４月２１日 (水) 伊東温泉湯の庭 or東京証券会館 

通常総会 ５月２８日 (金) 東京証券会館 

 

 

組合員だより 

人事異動  （敬称略） 

・ 株式会社永廣堂本店 

   次の通り選任され、就任しました。 

 

代表取締役会長              今井 俊郎 

代表取締役社長              今井 章太郎 

 

 

 

 

新加入 組合員の紹介 

 

 

 

令和２年１０月１６日開催の理事会において、丸菱石鹸株式会社の組合加入が承認され、

令和３年１月より新組合員となられました。 

 

丸菱石鹸株式会社 

 〒673－0453  兵庫県三木市下石野 1108 番地 393 

          TEL 0794－82－8202 FAX 0794－82－8285 

 代表者    代表取締役 西垣壮南 

資本金    500 万円 

 創業年    昭和 30 年 3 月  

 従業員    18 名 

事業内容   化粧品製造販売 

（化粧石鹸、シャンプー・リンス、ハンドクリーム・リップバーム、 

バススクラブの製造販売） 

 



令和２年度（１～１０月） 石鹸･洗剤の中間販売統計概要 

経済産業省鉱工業動態統計室発表の令和２年１～１０月の洗浄剤等製品販売統計は、販売数

量 前年同期比 102％ 販売金額 前年同期比 102％と、プラスを維持しています。 

身体洗浄剤合計では、数量で前年同期比 120％ 金額で前年同期比 107％となっています。 

石鹸は、浴用固形が数量 109％ 金額 108％とプラスを維持しており、手洗用液体が数量 160％ 

金額 165％と高い伸びを継続しています。洗顔・ボディ用身体洗浄剤は、数量 99％ 金額 93％

と前年割れとなっています。手洗用液体石鹸は手洗や除菌など清潔意識の高まりで、圧倒

的な伸び率で推移しています。 

洗濯用合成洗剤は、合計で数量 95％金額 98％と共に前年割れとなっています。洗濯用粉末

は数量 85％ 金額 86％と前年割れが続いており、液体(中性)は数量 102％ 金額 104％と前

年を上回り健闘しています。合成洗剤全般で見ると「台所用」「住宅・家具用」は伸びてい

ますが、「洗濯用」はほぼ前年並みで推移しています。 

柔軟仕上げ剤は、数量 94％ 金額 97％と前年を割り込んでいます。 

品   目 販売量 
   (トン) 

販売金額 
     (百万円) 

前年比（％） 

数量 金額 

身
体
洗
浄
剤 

浴用固形石鹸 ３２，９８０ ２０，８０１ １０９ １０８ 

手洗用液体石鹸 １３１，０４２ ４９，２４８ １６０ １６５ 

洗顔･ボディ用身体洗浄剤 １４１，２８３ １２１，８４９ ９９ ９３ 

計 ３０５，３０５ １９１，８９８ １２０ １０７ 

 

（
洗
濯
用
） 

合
成
洗
剤 

粉末 １０３，９４９ ２５，０１９ ８５ ８６ 

液体（中性） ３６０，７７８ ９３，９１２ １０２ １０４ 

液体（中性以外のもの） １５２，７９１ ４２，２４９ ８９ ９３ 

計 ６１７, ５１８ １６１，１７９ ９５ ９８ 

柔軟仕上げ剤 ２９６，１５１ ８８，３４５ ９４ ９７ 

 

 

近畿石鹸ゴルフ会  第 143 回ゴルフコンペ  
 

第 143 回近畿石鹸ゴルフ会 (会長  小川淳 )が、令和２年１２月１日 (火 )枚方カント

リー倶楽部 (大阪府枚方市杉北町 )において、組合員並びに賛助会員１３名が参加

して開催されました。  

新型コロナウィルスの影響で令和２年度の開催は今回のみとなりましたが、競

技はダブルペリア方式で行われ、上位の成績は次の通りです。   

   GROSS NET 

優  勝  江口  直  氏  （油脂製品㈱）  104 75.2 

準優勝  大前敏和 氏  （セッツ㈱）  105 76.2 

３  位  三木茂生 氏 （第一化工㈱）  98 76.4 

４  位  押場房寛 氏 （油化産業㈱）  104 76.4 

５  位  中軸祥仁 氏  （日油㈱）  96 78.0 

 

 

事務局より   本年もよろしくお願い申し上げます 
   事務局として、組合員・賛助会員の皆様のお役に立つよう頑張って 

まいりますので、ご支援賜りますようお願い申し上げます。 

                  事務局  氏田忠夫・東浦純子 


