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謹 賀 新 年 

 

新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は組合活動に対し、組合員・賛助会員の皆様には多大なご協力、ご支援をいただき

厚くお礼申し上げます。 

本年もなお一層のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

昨年は、台風や大雨など近年相次ぐ自然災害で甚大な被害に見舞われました。インバウン

ド需要の減速、消費増税という逆風が吹く中で、自国開催のラクビーワールドカップで日

本代表の大活躍の明るい話題は元気を与えてくれました。 

組合活動では、各種の講演、工場見学会を通して情報発信を強化していくとともに、組合

員・賛助会員企業様へのスキルアップを図れるよう努力していきたいと思っております。 

2020 年は、いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。変化の多い年に

なると思いますが、皆様にとって実り多い良いお年になることを祈念いたします。 

 

 

第 62 回 日用品化粧品業界年詞交歓会 開催  

 

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の共催によ

る恒例の「第６２回日用品化粧品業界年詞交歓会」が、令和２年１月６日(月)大阪新阪急ホテ

ル２階紫の間(大阪市北区)において、３４８名が参加して盛大に開催されました。本会は、近

畿に限らず全国の石鹸洗剤・日用品・化粧品業界の製販両者及び関連業者が一堂に会する

交歓会となっています。当組合からは、組合員・賛助会員合わせて２３社 ５５名の参加が有り

ました。 

 

 

 



第３７回 情報交流会 開催 

 

令和元年９月２６日（木）第３７回情報交流会が、大阪府教育会館 たかつガーデン(大阪市天王

寺区) ３階「カトレア」において３９名が出席して開催されました。 

講演会終了後の懇親会で西本博理事長が「情報交流会は当組合の部会の１つであり、組合

員と賛助会員との相互の情報交流を目的に、１７年前に発足した会である。賛助会員企業の

方が自社の事業や製品などをアピールしていただく場でもあり、今後も積極的に活用して

いただきたい」と挨拶されました。 

 

講演(1)「環境の変化に応じた弊社の現在の取り組みと今後について」 

  講師 株式会社マックス    取締役管理部長        小川 淳 氏 

 

㈱マックスの経営理念・経営ビジョンの紹介があり、創業 1905 年からの沿革及び会社概

要と業績の推移について、売上高・営業利益・営業利益率の 1977 年から 2015 年の間の

変遷に関して詳しく説明がありました。主な販売商品の敏感肌向け商品、体臭予防商品、

デトックス商品、汎用商品についても、各々の概要の紹介がありました。 

 新しい販路開拓 

 「奈良県」「近畿大学農学部」「複数の県内生産者」と連携して、オール奈良でのご当地

コスメの研究・開発をスタートさせ、「やまと cosmetic」として観光客を対象に洗顔石け

ん、美容液、美容マスクを発売。「やまとの恵みで女性をかわいく、美しく」を商品コン

セプトに奈良県を代表する食品由来の成分をたっぷりと配合、化粧品シリーズとして順

次商品を追加しています。 

 柿の葉、蓮根、菜種油、黒米、ゆず、ごろごろ水など奈良県の県産農産物や天然水など

配合した化粧品シリーズの商品概要、配合成分概要について説明があり、多くのメディ

アに取り上げられたこと、並びに展開店舗の紹介がありました。 

社内での取り組み 

 ・働き方改革  時間外労働削減と年次有給休暇取得義務化への対応 

          ……部門長の管理で取得率が上がっている 

         労働安全衛生法に関わる対応 

          ……定期健診の実施、ストレスチェックの実施など 

 ・全社改善活動 従業員の自主性の向上と持続の企業文化を創って行くことを目的として 

          ……従来 生産部門だけで行っていたものを全従業員及び全部門を

対象に行うこととして、改善効果の大きいもの、標準化できて

いるもの、新しい発想など着眼点のよいものなど、表彰対象ノ

ミネートしている 

 ・地元の皆様との関わり 弊社製品の即売会の定期実施 

             開催場所を市内中心部へ変更 

 ・八尾市への還元 即売会の売上金の一部を八尾市政へ還元 

 ・今後の展望として 

  新たな取り組み内容を検討するキーワードとして 

「ビーガン主義」 

脱プラスチックへの対応として、環境に配慮された 

詰め替え製品を選ぶなど、紹介されました。 

 



講演(2)「最近の流通状況と石鹸・洗剤関連市場を巡る動き」 

   講師 株式会社石鹸新報社  代表取締役社長         由上 優 氏 

 

・主な小売業態の売上推移 

  2009 年～2018 年の売上推移より 

   百貨店          

売上減少 地方店閉店へ 

   チェーンストア      

伸び悩んでいる（ドラッグストアが伸びている） 

   コンビニエンスストア   

3 社に寡占化 24H 営業の問題有り 

   ドラッグストア      

スーパーに近づいている（食品 60％） 

   ホームセンター      

食品を置いていない  

バラェティーストアになっている 

   通信販売         

売上伸びている 実体はもっと多いのでは 

 ・24 時間営業とコンビニの行方 

   24 時間営業の見直し 

    売上目標確保が厳しくなるところが現出し、最近の人手不足による人員確保の困

難さが拍車をかけ、問題が一気に浮上 

 ・規模か個性か ドラッグストアの再編 

   消費者の視点に立った時、企業規模はあまり意味を持たなくなる 

重要なのは、その店舗のコンセプトであり、消費者ニーズを満たす品揃えである 

 ・顧客との個別対応が進化する 

   会員情報と POS データーをひも付けた ID－POS システムは、個別顧客の買物動向

分析が行え、ニーズを満たす店頭レイアウト改善等大きな役割を発揮している 

 ・インバウンド消費が回復か 

   7 月の訪日外国人数は、単月としては過去最高を記録 インバウンド消費調査では、

化粧品に関してはインバウンド消費は衰えておらず、むしろ好調な動きである 

 ・ドン・キホーテの躍進のわけ 

   ユニーの総合スーパー事業を取り込み、ワンストップショッピングの基盤強化 

   基本は消費者の利便性を考えること 

 ・固形石鹸の可能性 

   ここ数年減少傾向にあるとはいえ、170 億円規模を維持していることは多大な健闘を

見せている 

   固形石鹸は、単なる身体洗浄剤ではなくバスライフ・スキンケアライフを楽しむユ

ーザーにとっては欠かせない商材で、今後の展開の仕方によって市場規模を押し上

げる可能性がある 

 ・ヘアケア金額は微減 更なるプレミアム市場の拡大を 

   パイの食い合いをなくして市場活性化を インバス・アウトバスをトータルに捉え

た需要創造、プレミアム市場の拡大に取り組んでいく必要がある 

 ・衣料用洗剤 高付加価値品の展開強化で市場活性化へ 

   市場活性化への課題は、製配販の連携による高付加価値品の拡大である 超コンパ  



   クトタイプ、ジェルボール型は、従来型より高めの価格設定でも消費者に受け入

れられており、市場活性化につながっている 

 ・柔軟仕上げ剤市場が 6 年連続で伸長 

   エチケット意識の高まりから体臭・汗臭といった衣類に付着した「ニオイ」に対す

るケアを目的とする「防臭・消臭」をコンセプトにした製品への支持が集まり、販

売金額 1000 億円台が目前となっている 

 

 小売業決算状況や KSP-POS の化粧石鹸、シャンプー、衣料用合成洗剤、柔軟剤のカテゴ

リ 

ー別のランキング 100 を用いて詳しく説明がありました。 

 

 

日工組 自社ブランド育成研修 西日本支部で開催  
～売れる商品・差別化のアプローチ～ 

 

令和元年１１月２７日(水)～２８日(木)の２日間１７名（７社）が参加して、日本石鹸洗剤工業組合

(日工組) 自社ブランド育成研修が、西日本支部(近畿石鹸洗剤工業協同組合)で、大阪産業技

術研究所 森之宮センターにおいて開催されました。 

本年度の研修は、昨年までの研修内容を見直し「差別化」をキーワードとして、差別化の

ための戦略論をはじめ、マーケティング、ブランディング、商品デザイン、営業戦略とい

った幅広い内容で演習・グループワークが行われました。 

 

[研修内容] 

１日目「差別化のための戦略論 」  

～狙いどころや戦い方の工夫～ 

   「差別化戦略に基づいたデザイン＆パッケージング」 

2 日目「マーケティング戦略における差別化要素」 

～商品ブランディングにおける戦略的取り組みについて～ 

   「営業戦略における差別化要素」  

～販売促進・顧客心理を揺らす法則～ 

 

 

令和元年度  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）の表彰が令和２年２月１７日（月）午後２時よりマイドームおおさか３

階  展示ホールＥで行われます。本年度の知事表彰受彰者は次の通りです。  

 

従業員表彰   株式会社コスモビューティー 

                （敬称省略させていただきます）  

 

山﨑  俊廣   田中  慎也   金子  彰良   

米田  孝子   山中  洋一   平光  孝男   

森脇  淳夫   廣川  雅和  森下   庸史   

傅    柔  山添   隆  村上  幸晴   

永島  佳代子   村田  和弘  的場  幸司   



第 107 回技術部会 工場見学会を実施 

 

令和元年１１月２７日(水)～２８日(木)第 107 回技術部会（部会長 西本博）が、組合員･賛助会

員２４名が参加して実施されました。兵庫県・岐阜県・三重県３社の工場見学を企画して多

分野に亘る技術情報を得ることができました。 

 

① 沢井製薬株式会社 三田工場（兵庫県三田市テクノパーク 21） 

会社概要の紹介 

1929 年創業 資本金 411 億円で高齢化社会による医療費の増大が深刻な問題となっ

ている今、ジェネリックシェア 80％以上(政府目標)という目標に向けて業界トップ

クラスの体制を確立して、最新鋭の設備を誇る全国 7 拠点の工場で多品種のジェネ

リック医薬品を安定的に供給している。 

すべての工場の各工程において、国が定めた厳しい基準に基づいて品質を管理。こ

れらの記録を品質保証責任者が確認したうえで製品の出荷が決定されている。 

一人でも多くの患者さんに信頼できるジェネリック医薬品をお届けしたい「なによ

りも患者さんのために」 沢井製薬のすべての活動は、この理念に基づいている。 

  工場内見学 

厳格な衛生管理のもと、各種技術を活用した製造開発力と徹底した品質管理を見学

させていただいた。 

三田工場は、錠剤(ジェネリック医薬品)を一貫して製造している工場で、製剤工程に

特化した沢井製薬の錠剤主力工場である。微量でも強い薬効成分を含む特殊製剤の

製造も行っている。 

見学コースとして、打錠、フイルムコーティング、検査・印刷、品質管理、原料資

材倉庫など見学。ジェネリック医薬品に対して、理解を深めることができました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

② 一丸ファルコス株式会社（岐阜県本巣市浅木 318－1） 

会社概要の紹介 

   会社設立 1959 年で、60 周年(創業 100 周年)となる。資本金 1 億円 敷地 14000 坪 

従業員 186 人 売上 84 億円で、天然物質から美白・保湿等の化粧品原料を提供して

いる。世界でも数少ない天然素材の研究開発型企業として「オンリーワン製品」を

目指して差別化できるオリジナル原料を業界に提供することに取り組んでいる。 

  ソープナッツエキスパウダー(機能性天然洗浄料)の紹介 

   ・ソープナッツは、インド、パキスタンなどに広く自生する木 ソープナッツツリー

(石けんの実のなる木)の果実。果皮や果肉には、サポニンという天然の界面活性剤

が多く含まれ、古来より石けんやシャンプー、洗剤として幅広く利用されてきた。 



   ・ソープナッツエキスパウダー 

    ソープナッツのエキスを濃縮・粉末化したもので、もっちり感 キメの整った泡が

ぎっしりで洗い心地がよく、洗浄力の向上、メイク洗浄力効果、洗浄後の皮膚常

在菌にも着目されている。加齢による体臭抑制効果や菌に対する抗菌効果等幅広

い利用価値が期待されている。 

  スプリングミント(機能性天然化粧品原料)の紹介 

   洗浄後のアフターケアへ 肌老化の最新キーワード「菲薄化(肌痩せ)」 

    菲薄化したらどんな現象が起きるか…… 

    見落とさないで、こんなところにも菲薄化が…… 

    老化による変化についての実態調査(老化の感じやすい場所) 

    菲薄化のメカニズム 

    細胞外ＡＴＰについて 

   各々詳しく説明があり、スプリングミントは皮膚浅くで分泌される肌老化の超初期 

因子・細胞外ＡＴＰを抑制し、菲薄化(肌痩せ)改善の実感性が期待される。 

  工場内の見学 

   物流倉庫(立体倉庫)、試験室、研究室、最新設計の製造工場（洗浄・溶解装置→析出

装置→圧縮ろ過装置→限外ろ過装置→濃縮→充填）を見学。安全性、品質管理、ト

レーサビリティの高い原料提供、また最新の研究開発や品質保証に全社一丸となっ

て取り組んでおられる様子を実感させられました。 

 

 ③ 常盤薬品工業株式会社 三重工場（三重県伊賀市白樫字永谷 2604－5） 

会社概要の紹介 

株式会社ノエビアＨＤの兄弟会社で、医薬品及び医薬部外品から清涼飲料まで幅広

い製品を作っている。1954 年設立。2002 年㈱ノエビアの子会社、2011 年㈱ノエビ

アＨＤの傘下へ。2015 年 11 月 21 億円を投資して、見せる工場としての三重工場を

稼働させた。 

三重工場は、医薬品ＧＭＰに基づいた工場で、工場見学のできる環境を整えたドリ

ンク専用の工場である。 

Ａラインは、100ml ドリンク 充填能力 1 分 600 本 作業員 7 名 

３号ラインは、50ml ドリンク  〃  〃 500 本  〃 8 名 

（２ラインで年間１億本の生産 少人数・高速ラインである） 

三重工場は、医薬品ＧＭＰを基本とし、食品衛生管理基準であるＨＡＣＣＰ手法を

取得、独自の品質システムにより生産を行っている。食品衛生優良施設として厚生

労働大臣表彰を受けている。 

  三重工場 ２号棟の紹介 

  ・Ａラインの特徴 

   生産数量１日 27 万本  

ＧＭＰ対応の生産システム、 

検査システム、省エネ・環境対応、 

多目的ライン、フードディフェンス機能 

  ・医薬品倉庫の特徴 

   医薬品に適した温度管理を行うための空調 

設備を設置 

  ・環境への取組み 

   重油からＬＮＧ(液化天然ガス)へ転換、 



ＣＯ2排出量の削減 

  ・５Ｓ活動による生産性と品質の向上 

   三重工場(見え向上)プロジェクト５Ｓ 活動 

工場内見学 

倉庫管理、品質管理室、製造ライン(Ａライン稼働中)、ドリンク生産の流れ（秤量、

配合、ドリンク瓶供給と瓶検査、ドリンク瓶の洗浄、充填とキャップ巻き締め、キ

ャップ検査、加熱殺菌、異物検査、ラベラー及びラベル検査、包装、シュリンク包

装）を見学させていただき、徹底した品質管理が実施されている現場を見てよい勉

強ができました。 

 

 

組合行事予定 

≪近畿石鹸洗剤工業協同組合≫ 

情報交流会･環境保全部会 ３月１８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 ８日 組合事務所 

第７０回 通常総会          ５月１９日(火曜日) シェラトン都ホテル大阪  

創立７０周年 記念式典         〃          〃 

 

≪日本石鹸洗剤工業組合≫      

新春懇親会 １月２９日 東京証券会館 

決算理事会 ４月２２日 ﾗﾌｫｰﾚ倶楽部 伊東温泉 湯の庭 

通常総会 ５月２７日 東京証券会館 

 

 

組合員だより 

訃 報 

 日本石鹸洗剤工業組合   副理事長  

近畿石鹸洗剤工業協同組合 理事長 

株式会社東邦       取締役会長     西本 博 氏 

 令和元年１２月１０日 逝去されました。 

         謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

昭和 62 年 5 月理事、平成 30 年 4 月理事長に就任される。 

平成 8 年から技術部会 部会長として年 2 回の講演会と年 1 回の工場見学会を開催して、

組合員の技術レベルの向上を図るとともに組合員相互の技術情報交流に尽力されました。 

日本石鹸洗剤工業組合では、平成 14 年から情報技術(ＩＴ)委員会の委員長として、ホー

ムページの開設に取り組み、情報伝達の効率化に貢献されました。 

平成 24 年度秋 国家栄典(黄綬褒章)を受賞されています。 

 

ＦＡＸ番号変更   

・ 北沢産業株式会社 

   新ＦＡＸ番号 06－6202－4662 



令和元年度（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元年１～１０月の洗浄剤等製品販売統計は、販売数

量 前年同月比 106％ 販売金額 前年同月比 106％と、増税の仮需要を背景に今年はプラス

で着地しそうな推移を見せています。 

身体洗浄剤合計では、数量・金額ともに前年を上回っています。石鹸で、浴用固形は前年

比プラスに転じ、手洗用液体も成長が加速しています。洗顔・ボディ用身体洗浄剤は、や

や上向いてきていますが低調が続いています。洗濯用合成洗剤は、合計で数量 110％金額

108％と堅調な動きとなっています。洗濯用の液体(中性・中性以外合計)は好調で、ダウン

トレンドだった粉末も前年比マイナスですが、やや下げ止まりの傾向もみられます。 

 

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 ３０，１９８ １９，２１５ １０１ １０３ 

手洗用液体石鹸 ８１，７０２ ２９，８９６ １０９ １０８ 

洗顔･ボディ用身体洗浄剤 １４３，３４５ １３０，３７３ ９９ ９９ 

計 ２５５，２４５ １７９，４８４ １０３ １０１ 

合成洗剤（洗濯用）     

粉末 １２２，７９８ ２９，１００ ９４ ９７ 

液体（中性） ３２７，９９５ ７９，５９６ １１７ １２２ 

液体（中性以外のもの） １９８，１５７ ５６，１５９ １１０ ９７ 

計 ６４８, ９５０ １６４，８５５ １１０ １０８ 

 

 

近畿石鹸ゴルフ会  第 142 回ゴルフコンペ  
 

第 142 回近畿石鹸ゴルフ会 (会長  西本博 )が、令和元年１１月２１日 (木 )ザ・サイ

プレスゴルフクラブ (兵庫県丹波市氷上町 )において、組合員並びに賛助会員１

９名が参加して開催されました。    

 

   GROSS NET 

優  勝  東田  淳  氏  （山本香料㈱）  109 75.4 

準優勝  西本武司氏  （㈱東邦）  96 75.6 

３  位  江口  直  氏  （油脂製品㈱）  98 76.4 

４  位  三木茂生 氏 （第一化工㈱）  108 76.8 

５  位  中尾裕二氏  （泰光油脂化学工業㈱）  107 78.2 

 

 

 

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 


