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情報交流会 開催 

９月１６日（水）第３９回情報交流会が、大阪府教育会館 たかつガーデン「オリーブ」(大

阪市天王寺区)において、２９名の出席で開催されました。 

 

講演① テーマ「株式会社マスターとその取り組み」 

講師 株式会社マスター         代表取締役社長  奥中泰征 氏 

 

 

 固形石鹸製造について、石鹸原料の石鹸ソープをマレーシアから輸入、ロール掛け、押

し出し、型打ち、ピロ包装、カートナーと自社工場での工程の流れが、映像で紹介され

ました。会社概要については、創業は昭和５年 会社設立は昭和３５年７月 資本金 6000

万円 社員 120 名 固形石鹸(機械練り)の製造、化粧品、医薬部外品の受託製造を事業内容

とし、固形石鹸の製造を通して、時代のニーズにあった価値を創造しています。 

  

・技術力、企画力、開発力、多彩な付加価値を創造 

 ・固形石鹸 年間試作実績 300 品目 

 ・200 組以上の金型から形状選択可能 

 ・３Ｄデーター対応により最短納期 

 ・異形吸盤による特殊形状対応 

 ・多彩な包装形態と自動機対応 

 ・一貫性ラインによる低コスト製造 

 ・製造要員の正社員比率 90％以上 

 これらのことが、９０年以上にわたって石鹸製造している企業としての強みと、なってい

ると述べられました。 

  

続いて、最近の取り組みについて 

 ・有給休暇取得奨励 消化率 90％以上   ・部門単位で有給一斉取得日の設定 

 ・基本残業禁止             ・女性積極登用 

 ・産休後復帰率 100％          ・時短勤務 



 ・主要業務のデーターベース化 

 その他、1 時間単位の有給取得を始めていることや倉庫作業員の環境改善として水冷ジャ

ッケト導入をしています。 

 堺市より[多様な人材の活躍推進企業]として取り上げられていること等、説明されました。 

 

 

講演② テーマ「コロナ下の企業 変える・変えられない…そして識別眼」 

    講師 日本経済新聞社 大阪本社 

       編集局 経済部長               黒沢 裕  氏 

 

 

プロフィールの紹介があって、新聞社の事業内容について当日の日経新聞をもって話を進 

められました。 

・メディアの役割 速報(はやく届ける) 独自(ここにしかない情報)  

解説(なぜ？どうして？どうやって？) 

・どんな組織か？  編集局(新聞をつくる) 広告局(広告を獲得) 販売局(新聞を売る) 

事業局(展覧会、イベント開催) 

・編集局の階層  記者…キャップ…次長…部長…編集局次長…総務…局長 

・部署      企業報道部 経済部 整理部等 １２部 

・新聞のつくり方 ・版…朝刊最終は 14 版 

         ・1 面＝看板 2，3P は解説＆社論 4P 以降かための記事 

          最後の方に社会面、文化面 

         ・見出し＝価値判断 横見出し 縦見出し 

・電子版時代の到来 見える化……新聞にも 

 

続いて、コロナに関することについて 

・コロナで一変＝変ったもの          ・コロナで一変＝変えない 

暮らし……マスク、手洗い 清潔意識の高まり   暮らし……着る、食べる、住む 

経済………リモート              経済………お金を得る 

趣味………非接触               趣味………心のゆとり よりどころ 

考え………受け入れる寛容さ         考え………ひとりでは生きていけない 

 

・「変えてはいけないもの」を変えないために 

 ソフトパワー（データ、ノウハウ……） 

 ヒト    （今いるヒト これからのヒト） 

 信念 

 

コロナの影響によって、 

世界の稼ぎ頭(純利益の世界順位が変動した企業)が激変している 

 上昇企業……アリババ集団 ウォルマート アマゾン ……… 

 低下企業……トヨタ自動車 ロスネフチ キャタピラー …… 

コロナに関する内容について簡単な説明があって、締めくくられました。 

 

 



組合創立７０周年記念表彰者 

組合創立７０周年を迎えて、本年５月通常総会と合わせて７０周年記念式典を開催いたす予定

で準備を進めてまいりましたが、新型コロナウィルス感染拡大により中止せざるを得ない

こととなりました。 

就いては、７０周年記念式典で表彰を受けていただく予定になっておりました皆様には、遅

くなりましたが表彰状の準備ができ次第、送付させていただくことになりました。 

ここに表彰者のお名前を掲載させていただいて、ご披露させていただきます。 

                               （敬称略 順不同） 

近畿経済産業局長表彰 

（組合役員永年功労） 

桶谷正廣  （理事     桶谷石鹸株式会社       社長） 

西川茂樹  （理事     株式会社コスモビューティー  会長） 

 

大阪府知事表彰 

（組合役員） 

中野裕司  （副理事長   株式会社フェニックス     社長） 

福田雅明  （副理事長   株式会社テシマ化研      社長） 

 

（組合員従業員） 

古賀 剛 （品質保証部 課長 株式会社コスモビューティー） 

田島義永 （東京本社 営業部 課長代理 株式会社コスモビューティー） 

松葉雅俊 （取締役 東京本社 営業部 部長 株式会社コスモビューティー） 

東 勝男 （元常勤監査役 現 管理部付き セッツ株式会社      ） 

有川賢樹 （製造部 マネージャー 株式会社東邦       ） 

島田博志 （製造部 マネージャー 株式会社東邦       ） 

藤丸健介 （営業部 マネージャー 株式会社東邦       ） 

古里宏司 （技術部 部長 株式会社ニイタカ     ） 

大西 進 （つくば工場 工場長 株式会社ニイタカ     ） 

橋本啓子 （商品開発部 商品開発課 係長 株式会社フェニックス   ） 

大迫裕幸 （製造部 部長 株式会社フェニックス   ） 

堀口一代 （製造部 液体課 係長 株式会社フェニックス   ） 

田嶋美和子 （製造部 係長 株式会社マスター     ） 

土淵有也 （製造部 係長 株式会社マスター     ） 

 

大阪府中小企業団体中央会長表彰 

（組合役員） 

奥中泰征  （理事長   株式会社マスター         社長） 

大野範子  （理事    株式会社マックス         社長） 

播磨 亘   （監事    播磨油脂工業株式会社       会長） 

 

 近畿石鹸洗剤工業協同組合 組合功労者表彰 

     渋谷卓磨  （元副理事長 澁谷油脂株式会社         会長） 

    永井正一   （元副理事長 株式会社クロバーコーポレーション 社長） 



特別表彰 

 故  西本 博 氏 （元理事長  株式会社東邦 会長） 

         故 理事長への謝意を込めて感謝状が贈られます。 

 

 

組合行事 開催案内 
 

日工組 西日本支部 ………１２月９日（水）～１０日（木）実施……… 

「自社ブランド育成研修」    （正式案内は改めておこないます） 

 

日工組 西日本支部（近畿石鹸洗剤工業協同組合）では、大阪産業技術研究所 森之宮セン

ターで「自社ブランド育成研修 企画立案能力向上研修～革新的アイデアとビジネスプ

ランを創り出す～」の開催を予定させていただいております。 

この研修は、組合員企業が自社ブランド育成に関する理論やノウハウを学ぶことで、ＰＢ

製品などの下請けと安売り競争から脱却し、経営の安定化と成長を図るための人材育成を

目指したもので、平成２６年から実施しています。 

今年度の研修は「企画立案能力向上研修～革新的なアイデアとビジネスプランを創り出す

～」をテーマとして、グループ討議のスキルを習得すると共に、デザイン＆パッケージ

ング、マーケティング、営業戦略なども学べる講義内容としています。 

 

講師（予定） 

 地方独立行政法人 東京都産業技術研究センター 

    講師    薬師寺 千尋 氏 

    外部講師  小池  真生 氏 

     〃    姫野  裕基 氏 

 

組合行事予定 

 

 (近畿石鹸洗剤工業協同組合) 

理事会 10月 16日 組合事務所 会議室 

技術部会 11月 25日 大阪産業技術研究所 森之宮センター 

理事会 12月 11日 未定 

合同年末懇親会 〃  〃 

自社ブランド育成研修 12月 9日～10日 大阪産業技術研究所 森之宮センター 

近畿石鹸ゴルフ会 11月 or12月 開催予定（検討中） 

第 71回通常総会 令和 3年 5月 18日 シェラトン都ホテル大阪 

 

(日本石鹸洗剤工業組合) 

第 61回通常総会 10月 14日 東京証券会館 

理事会 11月 17日 有馬グランドホテル 

自社ブランド育成研修(西日本支部) 12月 9日～10日 大阪産業技術研究所 森之宮センター 

新春懇親会 令和 3年 1月 27日 東京証券会館 

 



令和２年度（１～７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１～７月の洗浄剤等製品販売統計は、販売数

量 前年同月比 103％ 販売金額 前年同月比 103％と前年を維持しています。 

身体洗浄剤合計の中間販売状況では、数量で前年比 119％、金額で前年比 106％となってい

ます。 

石鹸で、浴用固形は数量 116％金額 114％と２桁増を維持しています。手洗用液体は数量

156％金額 159％と大きく伸長し、大幅な拡大傾向が続いています。洗顔・ボディ用身体洗

浄剤は、数量 99％金額 93％と共に前年割れとなっています。圧倒的な伸び率を見せている

のは、手洗用液体石鹸で手洗や除菌など清潔意識の高まりが浮き彫りとなっています。 

洗濯用合成洗剤は、合計で数量 96％金額 99％と共に前年割れで縮小に転じています。洗濯

用粉末は数量 86％金額 88％と前年割れが続いていますが、液体は２桁増と健闘しています。

底を打ったとみられた粉末洗剤は、液体への移行と市場における価格競争の進展している

結果とみられる一方、液体洗剤は新製品効果、詰め替え用特大サイズの拡大などによって

伸長しています。 

洗剤市場全般で見ると、新型コロナの影響で「台所用」「住宅用」は伸びていますが、「洗

濯用」はほぼ前年並みの推移となっています。 

柔軟仕上げ剤は、数量 94％金額 96％と前年を割込み、縮小に転じています。 

 

（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（％） 

数 量 金 額 

身体洗浄剤     

浴用固形石鹸 ２３，２５６ １４，５６５ １１６ １１４ 

手洗用液体石鹸 ８７，８４４ ３２，９１０ １５６ １５９ 

洗顔･ボディ用身体洗浄剤 ９７，８４２ ８３，１８０ ９９ ９３ 

計 ２０８，９４２ １３０，６５５ １１９ １０６ 

合成洗剤（洗濯用）     

粉末 ７２，９６０ １７，５９７ ８６ ８８ 

液体（中性） ２６０，８８６ ６７，３８０ １１６ １２５ 

液体（中性以外のもの） １０１，６１７ ２９，２８５ ７２ ６９ 

計 ４３５，４６３ １１４，２６１ ９６ ９９ 

柔軟仕上げ剤 ２０８，３０４ ６１，７３８ ９４ ９６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



組合員だより 

 

人事異動 

・株式会社ニイタカ 

  ９月２４日開催の取締役会において選任され就任しました。   （敬称 略） 

     

代表取締役社長 執行役員社長           奥山吉昭 

    取締役 専務執行役員               相川保史 

    取締役 常務執行役員（営業本部長）        野尻大介 (新任) 

    取締役       （常勤監査等委員）      佐古晴彦 （ 〃 ） 

執行役員      （製造本部長）         大西 進  （ 〃 ） 

執行役員      （経営戦略本部長）      五藤光央 （ 〃 ） 

執行役員      （技術部担当）         古里宏司 （ 〃 ） 

執行役員      （総務部担当）         加藤貴志 （ 〃 ） 

執行役員      （ｽｲｼｮｳ油化工業㈱代表取締役） 森田将基 （ 〃 ） 

    名誉会長      (取締役相談役を退任)     森田千里雄  

    常勤顧問      （執行役員を退任）      丸山伸司   

 

 

担当者変更 

  

・イワタニ理化株式会社 

  令和２年７月より就任されました。 

     西内昭浩 氏 取締役 管理部長 （前任 橋本茂樹 氏） 

  

・日油株式会社 

  令和２年７月より 

     星川英樹 氏 資源エネルギー関連・ヘルスケア関連営業Ｇ 兼 

Ｈ・Ｂ開発営業Ｇ グループリーダー （前任 山増和俊 氏） 

  

・日光ケミカルズ株式会社 

     阿久津剛 氏 第３営業部 部長（前任 大阪支店長 佐倉康寛 氏） 

 

 

国 勢 調 査 始まっています。  

～日本に住む全世帯参加の国勢調査～ 
 

期日    10 月 1 日 

    調査票(紙)での回答期間      10月 1日(木)－10月 7日(水) 

 インターネットでの回答期間    9月 14日(月)－10月 7日(水) 

    調査は全 16問 回答義務は調査対象の日本に住む全世帯 


