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第3回（2022年2月17日オンラインによる開催）
第１号議案
組合員の脱退と新規組合員加入手続きの件
(有)山五さんが脱退され、同日付けで
(株)泰山食品商行さんが加入しました。
第２号議案
「じゃすめっくちゃんねる」の開設と費用計上
の件
YouTubeに「じゃすめっくちゃんねる」を開設し
ました。
財務状況、商品供給事業、品質・衛生管理サ
ポート事業、一般業務等について、報告いた
しました。
◆次回第17期第4回の理事会は、
2022年5月19日オンラインによる開催予定で
す。
◆6月3日に臨時総会を開催いたします。

商品開発Ｗｅｂセミナーを8回シリーズで開催します

今年もJASMEQでは、
商品開発のためのWeb
セミナーをシリーズで開
催する計画をつくりました。
全体を３つにフェーズに
分け、全８回シリーズで
お届けする予定です。各
月のテーマは下記のとお
りです。
4月22日（金）より、スター
トしました。

開催時間は、毎回、午後
2時から午後3時40分で、
無料です。

受講ご希望の方は、
JASMEQへお申し込み
ください。

２０２２年のトレンドをつかむ
＊元パルシステムの遠藤正信氏による「商
品開発のための基本講座」を皮切りに、昨
年は６回の商品開発のためのWebセミナー
を開催しました。

＊自粛生活のコロナ禍において、最も消費
者から支持された生協の個配。その強みを
活かした商品づくりの肝を学びました。

専門分野からの多彩な講師陣
＊今年は、パルシステムの商品本部から講
師を招く回も予定。一歩踏み込んだ商品開
発と採用にむけた提案活動を考えます。

＊コロナ後のトレンドや、マーケティング全般
にわたって、中小企業である食品メーカーに
とって商品開発のためのヒントが得られるよ
う、シリーズで企画しました。

一年を通して成果をカタチに
＊今年一年を通じ、JASMEQを媒介として
新商品の開発。何かカタチにしたい。

＊ぜひ毎回ご参加いただき、皆さんとご一緒
に、これからの時代にフィットした商品づくり
につなげていきたいと思います。

約2年強のコロナ禍の生活により、私たちの暮らしは大きく変容しています。「3密回
避」は生活の基本となり、マスク生活が「当たり前」となっています。働き方では「リ
モートワーク」、買い物では「EC化」や「キャッシュレス化」が加速し、定着しつつあ
ります。
食の市場に目を向ければ、EC化はもちろん、テイクアウトや宅配の利用拡大により

「内食・中食・外食」のボーダレス化が顕著になっています。
このような生活環境の変化に敏感に対応することが企業に求められています。変化する
人々の暮らしに寄り添い、新しいニーズに対応した商品づくり、そしてその商品の価値が
伝わる売場づくりやプロモーション展開が求められています。
2022年JASMEQのWebセミナーは、目まぐるしく変化する世の中のトレンド、人々の

暮らしを見据え、今、どのような商品開発などをはじめとするマーケティングが求められ
ているのかを共に考え、実践につなげることをねらいとして開催いたします。

第1フェーズ：外部環境
【経営･事業を巡る環境】

第2フェーズ：モノづくり
【商品開発の基本と付加価値づくり】

第3フェーズ：顧客コミュニケーション設計
【顧客接点とプロモーション設計】

１:
2022年の
生活者を
知る

（4月）

２:
生協組合員
を知る
（5月）

３:
食品業界を

知る
（6月）

①市場調査・分析から見た生活者の変化
（2022年の生活者動向：価値観･消費）

講師:株式会社ＪＭＲ生活総合研究所
シニア・リサーチャー
川口健一 氏

②生協組合員の販売行動調査から見た
組合員の変化と特徴

講師:データコム株式会社
田邊昌彦 氏

③変化する食品業界と
新たな商品群の登場

講師:株式会社ＪＭＲ生活総合研究所
シニア・リサーチャー
川口健一 氏

４:
商品開発の
基礎を知る
（7月）

５:
パルシステム
（生協）への
商品提案-1
（8月）

６:
パルシステム
（生協）への
商品提案-2
（9月）

■商品づくり―商品を開発するとは

講師:JIN企画事務所代表
遠藤正信 氏

■パルシステムに採用されるまでの流れ
～ パルシステムが求める商品とは？

講師:パルシステム生活協同組合連合会
商品開発本部

副本部長 野津秀男 氏

■パルシステム及びコープ自然派の
添加物基準と衛生管理

講師:協同組合JASMEQ
常務理事 小野章男

７:
顧客に価値を

伝える
（10月）

８:
顧客接点を
設計する
（11月）

③売り場づくり―パルシステムの
カタログ製作現場から

講師:株式会社YUIDEA
執行役員 渡辺隆文 氏

③小売流通業のなかの業態革新と
パルシステム
（2023年の生活者動向：価値観･消費）

講師:株式会社ＪＭＲ生活総合研究所
シニア・リサーチャー
川口健一 氏

※開催月は予定です。確定次第、
随時ご案内いたします。

第23回JASMEQ商品開発Webセミナーを開催しました
日 時：4月22日（金） 14：00～15：40
内 容：「市場調査・分析から見た生活者の変化」 ～2022年の生活者～
講 師：（株）JMR生活総合研究所 川口健一氏
参加者：19社26名
昨年9月にも講師をお願いした川口氏に再びお願い
して、以下のような内容でお話しいただきました。
6月には食品業界に絞ってお話しいただく予定です。
1.コロナの行方とコロナ後の市場
2.コロナで露呈する格差社会
3.生活者の価値意識は、「ひとり本位」
4.注目ターゲットは「40代女性」と「Z世代」



第24回JASMEQ品質管理Webセミナーを開催します

日 時：5月18日（水） 14：00～15：30
内 容：「食品添加物不使用表示ガイドライン」（公示）について

～新規策定「ガイドライン」を理解し誤認される表示に注意しましょう～
講 師：消費生活コンサルタント 森田滿樹氏
参加費：無料

監物 中村

２０２２年２月２３日２４日２５日 「ＨＡＣＣＰリーダ養成講座（３日間）」実施報告

パルシステム協力会品質管理部会の協賛・支援をいただき実施しました「ＨＡＣＣＰリーダー養成講座
（３日間）」に、１０社１０名の応募参加をいただきました。
昨年度に続き、コロナ禍の状況も考えて、Ｗｅｂセミナーとして計画準備をさせていただきました。
今期は、コロナの第６波といわれる時期と重なり、聞き及ぶところでは、工場現場での「自宅待機者に

よる人員不足」への心配などがあり、参加者が例年と比べて少ないなかでの開催となりました。不安な
なか調整いただき参加していただいた皆様には感謝しております。
１ 実施日 ２０２２年２月２３日（水）２４日（木）２５日（金）
２ 実施場所 Ｗｅｂセミナー
３ 参加者内訳（１０社１０名） 品質管理部門５名、製造・工場部門３名 商品・営業２名

「ＨＡＣＣＰリーダー養成講座」修了アンケート概要
◆講義、研修でよく理解できなかったことや、もう少し詳しく知りたいことはありますか？
① 各書式、構造は様々なので、自社の書式の見直しを学んでいきたい。
② ＯＰＲＰ、ＰＲＰ、ＣＣＰについて、製造品毎の管理点を学び、これまでの理解は少し違うのでは

ないかと思った。
③ 一般的衛生管理とＨＡＣＣＰの関係についてもう少し詳しく知りたいと思った。
④ 監査に行く際に見るところ、チェック箇所、質問例をもう少し詳しく知りたいです。
⑤ 衛生区画間の動線管理の実例について写真等でもっと知りたかった。
⑥ 清潔区内でも、冷蔵庫や冷凍庫が汚染区となるのかが良く理解できなかった。
⑦ 工程動線は理解できたが、人の動線についてはあまり理解できなかった。
⑧ 汚染区清潔区は区別がつくが、準清潔区の分類（必要性と違い）が難しかった。
⑨ 国際規格（ISO、FSSC等）について（さらに）知りたかった。
⑩ 自社製品についての具体的なPRPやHACCPの取組について知りたかった
◆良かった点
① 様々な工場の事例、取り組みが紹介されていたこと。（２）

（もっと詳しく見てみたかったとのご意見もあり）
① 休憩時間が円グラフで分かりやすかった。（２）
② 小谷講師の体験談は共感できることもあり、貴重な時間でした。（２）
③ 微生物検査の品質管理においての重要性と知識を広げさせていただきました。
◆改善点
① ビフォー＆アフターの改善事例で改善前も見たかった。
② 画面の周りに「黒縁状」のものが出てしまい、全画面拡大ができなかった。
③ 演習が講義終了後の自習となっていたが、講演途中に入れていただいた方が、理解度が増すと思っ

た。
④ 資料に、単元ごとの目次があれば体系的に学習できると思った。
◆御社・工場において品質マネージメントシステムの認証取得ないしは構築取組をされていますか？
・ＩＳО２２０００（１） ・ＦＳＳＣ ・都道府県ＨＡＣＣＰ（２）・ＪＦＳ・Ｂ規格（１）
業界団体ＨＡＣＣＰ＝大日本水産会・ＡＩＢ・ＪＡＳＭＥＱ認証等（２）その他（４：自主構築含む）

ＨＡＣＣＰリーダー養成講座（３日間）
Ｗｅｂセミナーを開催しました

森田滿樹氏



（パルシステムカタログから転用しました）

おすすめ商品の紹介

時の話題 その17 今注目の話題やキーワードについてお伝えします！

ぜひご利用下さい(^_-)-☆

内山

ロシアのウクライナ軍事侵攻について

有機胡麻柚子ドレッシング 175ml

パルシステム【オーガニックチラシ】

国産有機原料の純米酢とゆず果汁を使用。
サラダや温野菜の他、しゃぶしゃぶなどお肉にも。

ロシアが2月24日にウクライナに軍事侵攻してから2ヶ月が経ちました。誰もがこんなに長引くとは思っていなかったで
しょう。そして多くの民間人の犠牲者が出るとは・・・なぜロシアはウクライナに侵攻したのでしょうか？その背景をおさ
らいしてみましょう。

パルシステム【コトコト】【Kinari】

赤坂璃宮監修。もやしやニラを加えて炒
めるだけで名店の味。

坂本

赤坂璃宮監修レバニラ炒めの具 200g

元は同じルーツを持つ国
もともと30年前まではロシアもウクライナもソビエトの国を構成する15の共和国
の1つでした。
ウクライナはどんな国？
東をロシア、西をEUの国々に挟まれた、人口4千万人を超える国です。面積は
日本の1.6倍。小麦などがたくさん採れるため「欧州のパンかご」とも呼ばれてい
ます。1986年にはチェルノブイリ原発事故が起きました。1991年に独立を宣言。
国内では親ロシア派と親欧米派が対立を続けています。
ロシアはウクライナをどうみているのか
ロシアのプーチン大統領はウクライナを「兄弟国」と呼び、強い執着があります。
未だに旧ソビエト時代の意識から脱却できていないようです。
ウクライナはロシアをどうみているのか
一方ウクライナは兄弟意識はなく、ウクライナ国民という意識が強くなっていま
す。

NATOの東方拡大について
1999年にポーランド、チェコ、ハンガリーが、2004年にバルト三国が、ロシアから身を守るために次々に加盟
し、現在は30ヶ国までに拡大しています。ウクライナも欧米よりの政権が誕生し、NATOに急接近しています。
ロシアはなぜウクライナを攻撃したのか
プーチン大統領は、親ロシア派の組織が占拠しているウクライナ東部で、ロシア系の住民をウクライナ軍の
攻撃から守り、ロシアに対する欧米の脅威に対抗するという「正当防衛」の主張をしています。そして「東方
拡大をしないという約束をNATOが破った」、「NATOにだまされた」との怒りがあるようです。

各国が経済制裁をする中、プーチン大統領は核兵器の使用をちらつかせています。第三次世界大戦に発
展することなく、一日も早く終結することを願います。



皆様の応援のおかげで、無事、完走することができました。ありがとうございました。
東京マラソンは、今回が8回目の完走となりました。
2019年7月の手術後、3日目には心臓リハビリが開始され、半年間の大学病院での
計測器を使った負荷試験など、いろいろな指導を受けました。
術後の痛みもありましたが、ウォーキング、ランニング、スイミング、フィットネスと、
多岐にわたる運動を日々行ってまいりました。
各種専門医の先生、インストラクター、看護師、社員、家族など多くの方に支えられ
て、担当医から「昔だったら、障がい者手帳一級ですよ。」と言われつつも、フルマラ
ソン出走の許可をいただきました。ランニング中は、ランニングドクター、ボランティア
警備の方々に支えられ、安心して走ることができました。
多くの方々に支えられていることを改めて感じた一日でした。
弊社の工場建屋も、1968年のもので50年以上経ちました。JASMEQ様をはじめ皆様のお力を借り、
継続してまいりたいと考えております。これからも、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。（岩井）
投稿歓迎 皆さんからの原稿や写真をお待ちしております。身の回りの話題やニュースなど、上記アドレスまで！（坂本）

編/集/後/記

第8回目は株式会社泰山食品商行さんです

今まで有限会社山五さんが組合員でしたが、もともとあったもう１つの
株式会社泰山食品商行さんに事業統合されるとのことで、3月1日に
脱退、加入の手続きをいたしました。
泰山食品商行さんは、2020年に50周年を迎え、高祖父の捨五郎さんが
海産物の販売を始めてから150年も経つそうです。昔ながらの味わいが
あるお惣菜、簡単便利な加工食品などを取り扱っています。
全国の産地や製造メーカー様とひとつひとつ話し合いをしながら開発
に力を入れ、美味しいと思う食品の製造をお願いしているそうです。
全国各地の食品を、製造メーカー様とお客様とを繋ぎ、スムーズに口に
して頂けるよう、潤滑油のような働きに尽力しているそうです。

http://tss-group.co.jp

4月7日（木）～8日（金）の2日間でまたまた新潟に行ってきました。
１）青木農場
本年6月下旬にかねてより計画していたバウムクーヘン製造装置を導入するこ
とになった。特徴は自社栽培の米を粉末化した粉とさとうファームの鶏卵を
使った商品、将来的には有機栽培米も検討。試作品の試食は出来なかった
が小麦粉の製品より”もちもち感”テーストの商品との事。ソフトタイプとハード
タイプの2種を計画。
２）さとうファーム
以前パルの食楽広場に採用されていた餃子が製造キャパが足りないと言う
理由で販売を休止していたが、今年新しく大量製造可能で生地から皮及び
製品を同時に製造できる包餡機を導入。特徴は雪室熟成された小麦粉を使
って皮を製造、従来レシピのものと比較し食感にかなりの違いがあり、皮が
柔らかくもちもち感が強くジューシー感も増加したテーストであった⇒
実際に試食し感じた。ネーミングは遠藤氏にも依頼
＊今回も何時もの遠藤＋小野の凸凹コンビで、NPO食農ネットささかみの高橋
氏の案内で上記2社と(有)まきばを訪問、そして新潟の物産販売会場を市場調
査をしてきました、その中の特筆事項の報告でした。

広報紙『JASMEQ』第36号をお届けします。

ホームページもぜひご覧ください。今回の編集後記は、(有)菊水堂 岩井社長の東京マラソン完走記です。

組合員紹介⑧ 株式会社泰山食品商行

所在地：東京都世田谷区下馬
創業：1868年（明治元年）
設立：1971年（昭和46年）
代表者：山崎晃裕
社員数：10名
事業内容：食品の販売・開発等

ホームページ：http://jasmeq.com/
メールアドレス：m.sakamoto@jasmeq.com
TEL：03-6205-6677 FAX：03-6457-6759

アキヲの出張日記 新潟 4/7（木）～8（金）

さとうファームの鶏卵

さとうファームの餃子

３６キロポスト
増上寺前

http://jasmeq.com/
mailto:m.sakamoto@jasmeq.com

