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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４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２年の年初以来、新型コロナウィルスは感染の拡大と収束 

を繰り返しながら、ワクチンの接種がおおよそ行き渡っている 

にもかかわらず感染の再拡大に対して予断の許さない状況が続 

いています。 

昨年は東京オリンピックが１年遅れて無事開催されたものの、デルタ株による第５波の襲

来により医療のひっ迫が問題となりました。当業界の皆様におかれましては、手洗いなど

の感染対策やテレワークの拡大、外出･移動の自粛、その他いわゆる新しい生活様式による

需要の変化によって、多大な影響を受けておられることと思います。 

また昨年はコロナ禍による労働力不足によって原材料の供給が不足し、あらゆる原材料の

価格が高騰、あるいは海運の混乱によって原材料が大幅に遅延するといった事態が多発し、

当業界に限らず食品その他あらゆる消費者製品で値上げが行われる、または一部では供給

が不安定になるという、憂慮すべき事態が発生しています。 

近畿石鹸洗剤工業協同組合では withコロナあるいは afterコロナにおいて重要な物資であ

る石鹸洗剤の安定供給を守るべく、加盟各社は互いに切磋琢磨しながら協力すべきは協力

しつつ消費者の皆様のご要望に全力で取り組む所存です。 

感染の再拡大については油断できない状況ですが、有史以来終息しなかったパンデミック

はありません。令和４年は皆様とともに感染対策をしっかり行いながら、新型コロナ対策

だけでなく SDGｓやカーボンニュートラルなど、昨今産業に求められている課題にしっかり

取り組み、Afterコロナの経済回復に向けてしっかりと足元を固める 1年にできればと思い

ます。令和４年も皆様のご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 



第１０９回 技術部会 開催 

令和３年１１月２４日（水）第１０９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４８名が参加して開催されました。 

 

講演(1)「新規毛髪ハリ・コシ剤『カワテクトⓇＳＡＳ』のご紹介」 

  講師  川研ファインケミカル株式会社 ライフ事業部  

埼玉研究グループ       山本 義昭 氏 

（講演要旨） 

・川研ファインケミカル㈱の会社案内 

  1945 年 10 月創業 （2015 年創業 70 周年） 

   事業内容……油脂化学品、合成化学品、医薬中間体、 

医薬バルク、触媒などの製造販売、輸出入、 

受託生産、受託研究 

   本社・東京  営業所・大阪  工場・埼玉 静岡 福井 

 ・川研ファインケミカル㈱の事業案内 

   ライフ事業部……安全性と機能性の高い各種界面活性剤、化粧品基材等の研究開発

及び各種界面活性剤を配合した化粧品・医薬部外品の受託製造 

   ファイン事業部…触媒と触媒技術をベースとした受託水添や医農薬中間体の合成 

   埼玉工場――――アシル化反応設備を使用したアミノ酸活性剤の製造 

   福井工場――――脱塩装置を使用した両面活性剤の脱塩品製造 

 ・カワテクトⓇＳＡＳの製品概要と特長 

   カワテクトⓇＳＡＳは、アミノ酸の一種である「アルギニン」と毛髪をしなやかに

する「コハク酸」を組み合わせて開発したアルギニン誘導体の毛髪ハリ・コシ剤で

ある。   

製品の特長……髪にハリ・コシを与える 

     髪を滑らかにする 

     洗い流す製品(ｼｬﾝﾌﾟｰ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ)で効果が実感できる 

     無刺激で安全性に優れている 

 ・カワテクトⓇＳＡＳ開発の経緯 

   女性の毛髪の悩み（ハリ・コシが無い、ボリュームが無い等）から毛髪のハリ・コ

シが低下する要因、これまでのハリ・コシの低下抑制の対策、アルギニン、ポリマ

ー等の既存品の問題点などから内外部に吸着浸透させることで、ハリ・コシ向上及

び毛髪を滑らかにする効果の両立を目指し、天然物由来のアルギニンの誘導体に着

目して、毛髪ハリ・コシ剤カワテクトⓇＳＡＳを開発した。 

 ・カワテクトⓇＳＡＳの強み 

   ハリ・コシの定義 ハリ…外部補強、毛髪を硬くする効果 

コシ…内部補強、ボリュームアップを実現できる効果 

   強みのまとめとして、 

    ・毛髪の内外部に吸着浸透することで「ハリ」だけでなく「コシ」も強くし、毛

髪のボリュームアップ効果を実現できる 

    ・外部吸着により、キューティクルのリフトアップを抑制することが可能となる

ためハリ・コシ感とは相反する性能である「滑らかさ」を付与できる 

 ・カワテクトⓇＳＡＳの性能 

   カワテクトⓇＳＡＳで処理した毛髪は、断面が太くより真円に近づけ、うねりを抑



制するブラッシングケア効果が期待できる 

切れ毛を防止する 

黒髪・ブリーチ毛によらず艶が向上する 

皮膚のバリア機能を正常に整える 

 カワテクトⓇＳＡＳの最適配合量及びシャンプー・コンディショナー・ヘアミスト・毛 

髪ジェルの処方例、官能評価について紹介されて講演を終えられました。 

 

 講演(2)「地球に優しいオレイン酸高含有石けんの新たな可能性の探求」 

   講師  ミヨシ油脂株式会社 油化本部 

第一技術部    研究員  塩谷 邦芳 氏 

（講演要旨） 

・ミヨシ油脂㈱の事業概要 

   食品事業……マーガリン、ショートニング、ラード、 

粉末油脂、ホイップクリーム 

その他食用加工油脂の製造販売 

   油化事業……脂肪酸、グリセリン、工業用石鹸、 

その他工業用油脂、繊維用処理剤、香粧品原料、 

その他各種界面活性剤の製造販売 

 ・コスメチックソープ OLIVE‐FK：オリーブ脂肪酸Ｋの概要 

   オレイン酸高含有石けんは…… 

     オリーブ脂肪酸 Ｃ18F1 77％→多少は泡立つが飽和脂肪酸石けんに比べると

劣る 

                     オレイン酸は熱により着色しやすい 

                     飽和脂肪酸石けんに比べ皮膚を滑らかに洗い

上がる 

ミヨシのオリーブ脂肪酸Ｋは…… 

 温和な条件で酵素分解したオリーブ脂肪酸を使用。 

色相良好で透明性に優れたミヨシ独自の液体石けんである。 

 ・コスメチックソープ OLIVE‐FK の特徴 

   ① 皮膚洗浄剤として 

     ・すべすべした感触を付与し、皮膚を滑らかに洗い上げる 

     ・きめ細かい泡質 

     皮膚洗浄剤における OLIVE‐FK の特徴について説明があった。 

   ② 毛髪洗浄剤として 

     ・洗髪～すすぎ時のきしみ緩和 

     ・乾燥後のごわつきを軽減し、すべすべした感触の付与 

     ・一部処方の低温安定性を改善 

     毛髪洗浄剤における OLIVE‐FK の特徴について説明があった。 

   ③ その他 

     ・SDGs に貢献 

     ・低温におけるフォーマー容器のメッシュの目詰まりを軽減 

     OLIVE‐FK の原料であるオリーブ酸の製造方法により二酸化炭素排出量を約

60％削減。低温におけるメッシュの目詰まり軽減の評価について説明があった。 

 最後に色相良好で透明性に優れる OLIVE‐FK(オリーブ脂肪酸Ｋ石鹸)の特徴について

紹介があって、講演を終えられました。 



第 64 回 日用品化粧品業界年詞交歓会 中止  

 

令和４年１月５日開催予定でありました「第６４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、一昨年来

の新型コロナウィルス感染症の感染拡大に未だ収束の兆しが見られないことにより、開催

を中止することといたしました。開催方法につきまして、様々な検討を行ってきましたが、

宴会の中での挨拶が主となるため３密が避けられず、また感染拡大の第６波も懸念される

中、完全な安全を確保することは難しいと判断いたしました。 

尚、令和５年(2023 年)の年詞交歓会は、１月５日(木) 

大阪新阪急ホテルにて開催を予定いたしております。 

 

 

大阪府憲法記念日知事表彰（産業功労者）（敬称省略させていただきます） 

 

令和３年度   中野 裕司 （㈱フェニックス 会長） 

令和４年度   福田 雅明 （㈱テシマ化研  社長） 

 

※ 推薦基準……① 年 齢 ５０歳以上 

 ② 事 業 歴 ２０年以上 

③ 団体役員歴 長若しくはこれに準ずる経歴を有するもの１２年  

        又は、役員の経歴を有するもの１５年以上 

 

 

令和３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。令和３年度の知事表彰受賞者は次の通りです。  

表彰式は、令和４年２月８日 (火 ) 午後２時  大阪中央公会堂（予定）  

 

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 

島崎  克美   山村  宏毅   矢野  直幸   

川野  泰久   秋山  勝則   生田  裕之   

笠原   章   尾田  和輝   西本  和宏  

水島   豊  森田  高文  千野  弘秋  

公庄  一博  井上  伸哉  藤川  蔦弥  

株式会社ニイタカ  

堀   展也  齊藤  友正   

日本合成洗剤株式会社  

坂田  一樹  村上  晃一   

 株式会社マスター  

     藤本  正隆  

 

 



令和３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３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 99％ 販売金額 前年同期比 99％と、共に前年を下回っていますが、コロナ

禍で特需が発生した品目で反動減が見られ、コロナ禍前の前々年同期比では数量 100％、金

額 101％となっており、拡大傾向が見られます。 

身体洗浄剤合計は、数量で前年比 81％ 金額で 89％となっており、石鹸では、浴用固形は

数量 81％ 金額 82％、手洗用液体は数量 60％ 金額 64％と前年同期比で大きな落込みとな

っていますが、コロナ禍による特需の反動減の結果であって、コロナ禍前の前々年比とで

は同程度の数字となっています。 

合成洗剤は、合計で数量 102％金額 102％とコロナ禍が長期化する中で、自宅時間の増加を

捉えた巣ごもり需要で伸長した市場が構築された感がうかがえます。洗濯用合成洗剤は、

数量 103％金額 102％と前年を上回っています。 

台所用洗剤は、在宅時間の増加が寄与して市場は伸長、食器用洗剤の需要は拡大。 

また、住宅・家具用洗剤は、コロナ禍で在宅時間の増加から掃除用品全般の需要拡大とな

り、日々の快適さを高めた新製品の展開も活発にあって、堅調な動きとなっています。 

新型コロナウィルスの感染拡大が長期化する中、昨年需要が拡大した衛生関連品は今年も

なお高水準ですが、市場は落ち着きを見せ多くの品目で反動減が出ました。 

一方、自宅時間の増加を捉えた巣ごもり需要は、コロナ禍が長期化する中で今年も勢いが

続いています。 

 

令和３年１～１０月洗浄剤等の製品販売統計 

                          （経済産業省鉱工業動態統計室） 

品   目 販売量 
   (トン) 

販売金額 
 (百万円) 

前年比（％） 前々年比（％） 

数量 金額 数量 金額 

身
体
洗
浄
剤 

浴用固形石鹸 ２６，７１８ １７，１６６ ８１ ８２ ８８ ８９ 

手洗用液体石鹸 ７９，０５６ ３１，７３２ ６０ ６４ ９７ １０６ 

洗顔･ボディ用身体洗浄剤 １４０，０７４ １２１，２２４ １０１ １００ ９８ ９３ 

計 ２４５，８４８ １７０，１２２ ８１ ８９ ９６ ９５ 

 

合 

成 

洗 

剤 
 

 
 

 

洗 

濯 

用 

粉末 ９９，８１０ ２３，９４２ ９６ ９６ ８１ ８２ 

液体（中性） ３６０，５８４ ９７，８９３ １００ １０４ １１０ １２３ 

液体（中性以外のもの） １７５，３８３ ４３，３３５ １１５ １０３ ８９ ７７ 

計 ６３５, ７７７ １６５，１７０ １０３ １０２ ９８ １００ 

台所用 ２０９，０６８ ５３，８８０ １００ １００ １０５ ９８ 

住宅・家具用 １１１，９１２ ３４，２２４ １０４ １０４ １１１ １１４ 

   計 ９５６, ７５７ ２５３，２７４ １０２ １０２ １０１ １０１ 

柔軟仕上げ剤 ３２６，４５６ １００，２３５ １１０ １１３ １０４ １１０ 

       

洗浄剤等      合計 ２０２９，４３０ ７４７，２０６ ９９ ９９ １００ １０１ 

 



組合員だより 

近畿石鹸洗剤工業協同組合 担当  

・ 株式会社ニイタカ 

     技術部長  赤阪天平 氏 （前任 古里宏司 氏） 

 

 会社廃業 

・ 冨士化学工業株式会社 

昭和１９年創業 

諸般の事情により令和４年５月末をもって製造を停止、その後廃業されます。 

 

組合行事予定 

≪近畿石鹸洗剤工業協同組合≫ 

石鹸部会 ２月１６日 (水) 大阪府教育会館 たかつガーデン 

情報･環境 合同部会 ３月１６日 (水) 大阪府教育会館 たかつガーデン 

決算監事会 ４月 ４日 (月) 組合事務所 

決算理事会 ４月 ８日 (金) 未定 

第７２回 通常総会       ５月１８日(水曜日) シェラトン都ホテル大阪  

 

≪日本石鹸洗剤工業組合≫      

新春懇親会 １月２６日 (水) 東京証券会館 （開催中止） 

決算理事会 ４月２６日 (火) 伊東温泉 湯の庭 

第 63 回通常総会 ５月２６日 (木) 東京証券会館 

 

 

近畿石鹸ゴルフ会  第 145 回ゴルフコンペ  
 

第 145 回近畿石鹸ゴルフ会 (会長  小川淳 )が、令和３年１２月９日 (木 )六甲カント

リー倶楽部 (兵庫県西宮市山口町 )において、組合員並びに賛助会員１５名が参加

して開催されました。  

５月１３日に第 144 回の開催予定でしたが、新型コロナウィルスの感染拡大防

止の観点から中止させていただき、令和３年度の開催は今回のみとなりました。

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  岩森幹夫 氏  （イシダフーズ㈱）  84 74.4 

準優勝  押場房寛 氏  （油化産業㈱）  102 76.8 

３  位  石原樹夫 氏 （㈱アクト石原）  103 77.8 

４  位  江口  直 氏 （油脂製品㈱）  91 77.8 

５  位  山中宏幸 氏  （比果産業㈱）  114 79.2 

 

 

事務局より   本年もよろしくお願い申し上げます 
   新型コロナウィルス感染拡大が収束して、通常の組合活動ができる

ことを願い、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 


