
第１号議案 

平 成 ２ ７ 年 度  事 業 報 告 

（平成 27年 4月 1日〜平成 28年 3月 31日） 

 

１．会員数 

 普通会員 特別会員 賛助会員 計 備 考 

本年度初めの会員数  １７５ １０ ５７ ２４２  

本年度末の会員 数  １７９ １０ ５８ ２４７ 新入会員20、退会員15 

 

２．総会及び理事会 

 開催年月 日  開 催 場 所 摘 要 

通常総会 平成27年5月28日（木） 

 

米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）平成26年度事業報告並びに収支決算案 

（2）平成27年度事業計画案並びに収支予算案 

（3）平成27・28年度役員改正案 

理事会（第1回） 平成27年5月1日（金） 

 

 ［承認可決事項］ 

（1）平成26年度事業報告並びに収支決算案 

（2）平成27・28年度役員改正案 

（3）通常総会の日程及び提案議案 

理事会（第2回） 平成27年5月28日（木） 米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）理事長、副理事長、常務理事等役付理事の選出 

（2）平成27年度事業の執行 

理事会（第3回） 平成28年3月24日（火） 米子市  

㈱氷温研究所 

［承認可決事項］ 

（1）平成27年度補正予算案承認の件 

（2）平成28年度事業計画案及び収支予算案承認の件 

 

 

３．主な事業  
種  類 開催年月日 開催場所 備  考 

2015CGC合同商談会 
平成27年4月21日（火） 

～22日（水） 
東京都 東京ビックサイト  

韓国 SSG FOOD MARKETにジェルアイス装置

設置 
平成27年4月 韓国 ソウル市  

大青工業㈱新社屋修祓式・完成祝賀会 平成27年4月25日（土） 青森市 大青工業㈱  

台湾・隆興冷凍廟股分有限公司2名来社 平成27年5月8日（金）   

CGC担当者 氷温熟成米現場視察研修 平成27年5月19日（火） 倉吉市 ㈱鳥取県食  

氷温食品ライブキッチン開催 平成27年5月28日（木） 米子市 全日空ホテル  

中部・信越・新潟・北陸地域 

会員の動き現地紹介 
平成27年5月   

（一社）発明協会理事会出席 平成27年6月11日（木） 鳥取市 とりぎん文化会館  

台湾・甲業有限公司4名商談マッチング 平成27年6月12日（金） 
境港市 千代むすび酒造㈱、 

米子市 ㈲前田水産 
 

（公財）鳥取県産業振興機構総会出席 平成27年6月23日（火） 鳥取市 白兎会館  

国際航路小口輸送検討会出席 平成27年6月30日（火） 米子市 ヤマト運輸  

鳥取県ふるさと認証食品協議会へ出席 平成27年7月9日（木） 倉吉市 中部総合事務所  

鳥取県食品産業協議会総会へ出席 平成27年7月15日（水） 米子市 ホテルハーベストイン米子  

島根県三郷町役場、山陰合同銀行5名研修 平成27年8月27日（月）   

ソウル市への大型ジェルアイス装置協議 平成27年9月4日（金） 福岡市 ＮＳビル  

鳥取県食品産業厚生年金基金総合監査 平成27年9月8日（火） 米子市 米子食品会館  



 

－海外関連の動き－ 

・ミラノ国際博覧会日本館へ鮮魚の提供 国内唯一の公式供給（㈱ブリミー） 

－研究関連の動き－ 

・国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センターと㈱氷温研究所が共同で取り

組んでいた“周年放牧肥育牛肉の特徴ならびに熟成による肉質の変化”に関する研究成果が、日本暖地畜産学

会誌に掲載される 

 

－教育関係－ 

インド協会との打ち合わせ 平成27年9月15日（月）   

鳥取県関西本部米田本部長打ち合わせ 平成27年9月17日（木）   

㈱田口青果、㈲アリストぬまくま訪問 平成27年9月17日（木） 岡山市、福山市  

東海コープ、コープ岐阜視察研修 平成27年10月5日（月）   

マルコウ運輸㈱椎名社長 事業化協議 平成27年10月7日（水）   

㈱ふるさと塩田社長 事業化協議 平成27年10月8日（木）   

伊藤忠食品㈱ 設立130周年イベント協議 平成27年10月14日（水）   

北海道庁4名視察研修 平成27年10月26日（月）   

人材育成協議 出席 平成27年10月27日（火） 境港市 食品開発研究所  

四王寺営農組合 収穫祭にて鶏肉の氷温解

凍＆氷温貯蔵梨の販売協力 
平成27年11月1日（日） 倉吉市 四王寺地区  

鳥取県食品産業協議会見学会 平成27年11月11日（水） 倉吉市、東伯郡  

鳥取銀行、ゼンヤクノー事業化協議 平成27年11月26日（月） 倉吉市 中部総合事務所  

鳥取県庁訪問 事業推進協議 平成27年12月28日（月）   

(公財)鳥取県産業振興機構と助成事業協議  平成28年1月7日（木）   

㈱不二家 山田会長訪問 平成28年1月12日（火） 東京都 ㈱不二家  

鳥取県商工労働部と普及状況協議 平成28年1月14日（木）   

島根県浜田市 久保田市長視察 平成28年1月15日（金）   

センコー㈱5名 視察研修 平成28年1月19日（火）   

鳥取県食品産業厚生年金基金 解散決議会 平成28年1月22日（金） 米子市 米子食品会館  

㈱ノースイ2名 視察研修 平成28年1月28日（木）   

サラヤ㈱2名 視察研修 平成28年2月2日（火）   

米子市大篠津地区在宅福祉員16名研修 平成28年3月2日（火）   

凸版印刷㈱ ジビエ委託事業協議 平成28年3月2日（火） 愛知県 凸版印刷㈱  

三重県庁 ジビエ可能性協議 平成28年3月3日（水） 三重県 三重県庁  

FOODEX JAPAN 2016 
平成28年3月8日（火）～

11日（金） 
千葉県 幕張メッセ  

㈱泉井鐵工所2名 ジェルアイス協議 平成28年3月18日（金）   

伊藤忠ロジスティクス㈱ 事業化視察 平成28年3月23日（水）   

種  類 開催年月日 開催場所 備  考 

小学生夏休み企画 氷温を体験しよう！ 平成27年8月 5日（水）   

鳥取県内 親子5名 氷温を体験しよう 平成27年8月7日 （金）   

鳥取県立境高校39名氷温勉強会 平成27年11月10日（火）   

米子工業高等専門学校インターンシップ

1名研修 

平成27年9月7日（月）～

9月11日（金） 
  

鳥取県立境港総合技術高校食品科2年生 

38名来社 
平成28年1月13日 （水）   

「第四回低温・氷温研究会」開催 平成28年2月27日（土） 
米子市 ホテルハーベストイン米

子 
 



 

４．氷温研究会及びワークショップ、講演会など開催 
名  称 開催年月日  開 催 場 所 摘   要 

特別講演会 

 

 

 

 

 

学術研究および実用

化事例発表会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術交流懇親会 

平成27年10月21日（水） 

（13：40〜14：30） 

 

 

 

 

〃 

（14：40〜17：40） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

（18：15〜19：45） 

米子市  

米子ｺﾝﾍ゙ ﾝｼｮﾝｾﾝﾀー  

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米子市  

ﾎﾃﾙﾊー ﾍ゙ ｽﾄｲﾝ米子 

特別講演 

講師 特定非営利活動法人元気な日本をつくる

会 組織運営本部 本部長 須田 憲和 氏 

テーマ「氷温熟成と向き合い 地域社会に貢献

する」～時代は“こだわり”を求めている～ 

 

学術研究および実用化事例発表 

コーディネーターによる氷温動向紹介 

「最新の氷温情報2015」 

「氷温熟成みその開発経緯と全国販売への挑

戦」      ひかり味噌㈱ 守谷 光司 氏 

 「氷温熟成豚肉の脂肪融点と呈味成分との関

係」     関西大学    細見 亮太 氏 

「氷温ジェルアイスを活用したブリ、マグロの

流通」    ㈱ブリミー   濱 敬吾  氏 

「氷温熟成但馬牛で美味しさ届ける温泉地レ

ストラン」 

    ㈱温泉町夢公社   西澤 茂巳 氏      

「氷温域付近における 20 世紀梨の音波伝搬特

性の測定」 

   米子工業高等専門学校 山本 英樹 氏 

 

氷温食品の試食を兼ねた技術交流懇親会 

 

 

名  称 開催年月日  開 催 場 所 摘   要 

氷温熟成試作検討会 

とっとりシジミプロジェクト勉強会 

事業化推進セミナー2016 IN東京 

㈱雪国まいたけ東京本部 氷温勉強会 

氷温マグロ鮮度保持検討会 

鮮度保持技術と戦略出荷によるブランド

確立事業における氷温講演会 

ＪＡおきなわ先進地調査勉強会 

        〃 

ＪＲ輸送における氷温検討会 

氷温セミナー福岡2016 

鮮度保持技術と戦略出荷によるブランド

確立事業における結果検討会 

ＪＡ能美16名 氷温研修会 

不二家秦野工場 氷温勉強会 

ダイキン工業マッチングセミナー 

＆氷温講演会 

大山発氷温食品をつくる会幹部会 

〃   

平成27年5月 20 日（水） 

平成27年7月3日（金） 

平成27年8月24日（月） 

平成27年8月25日（火） 

平成27年8月26日（水） 

平成27年9月2日（水） 

 

平成27年9月29日（火） 

平成27年9月30日（水） 

平成27年11月6日（金） 

平成28年1月19日（火） 

平成28年3月2日（水） 

 

平成28年3月3日（木） 

平成28年3月9日（木） 

平成28年3月16日（水） 

 

平成27年4月22日（水） 

平成27年7月17日（金） 

長野県松本市 日穀製粉(株) 

鳥取県米子市 氷温研究所 

東京都 SIビル貸会議室 

東京都 ㈱雪国まいたけ東京本部 

千葉県 ㈱タイガーフーズ 

沖縄県那覇市 ＪＡ会館 

 

鳥取県米子市 氷温研究所＆㈱ダイマツ 

青森県青森市 大青工業㈱ 

鳥取県米子市 氷温研究所 

福岡県福岡市 ＮＦビル 

沖縄県那覇市 ＪＡ会館 

 

鳥取県米子市 東亜青果㈱ 

神奈川県秦野市 不二家秦野工場 

大阪府摂津市 ダイキン工業TIC 

 

鳥取県米子市 ル・パンデモニウム  

鳥取県境港市 夢みなとタワー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氷温技術の学術的考察検討会 平成28年3月15日（火） 関西大学  



〃  

大山発氷温食品をつくる会 全体会議 

大山発氷温食品をつくる会 

とっとり産業技術フェアへ出展 

大山発氷温食品をつくる会 工場見学会 

平成27年7月29日（水） 

平成27年11月26日（木） 

平成27年11月1日（日） 

 

平成28年2月15日（月） 

鳥取県境港市 夢みなとタワー 

鳥取県境港市 夢みなとタワー 

鳥取県鳥取市 鳥取県民体育館 

 

山口県宇部市 ㈱ヤナギヤ 

 

５．主な取材など  

年  月 取  材  名 

平成２７年４月 日本海新聞 「設立30周年インタビュー 山根理事長」 

６月 日本海新聞 「普及活動強化へライブキッチン」 

７月 
ＮＨＫ出版 「あさイチ 食品保存の新スゴ技集」 

日本海新聞 「とっとりの底力 氷温技術を活用した氷温食品」 

８月 

日経ＭＪ  「氷温で熟成の味噌」 

山陰中央新報 「弥生人の脳12年ぶり公開」 

日本海新聞 「うま味増す 氷温体験」 

     ９月 

全国民教協 「日本のチカラ」 

農機新聞  「アルインコ 玄米氷温熟成貯蔵庫発売へ」 

空調タイムス 「氷温研究全国大会開催へ」 

１０月 

産経新聞  「近ごろ都に流行るもの」 

Ｙａｈｏｏ Ｊａｐａｎ 「安くうまく氷温熟成続々」 

ＴＢＳ   「Ｎスタ 氷温熟成 なぜＵＭＡＭＩが増える？」 

テレビ朝日 「スーパーＪチャンネル 肉もコーヒーも氷温熟成って」 

フジテレビ 「とくダネ！ 甘いとろける氷温熟成豚」 

テレビ東京 「チャージ730 食品がおいしくなる氷温熟成」 

日本海新聞 「氷温熟成商品のアピール法提案 全国大会」 

山陰中央新報 「米子市内にセブンイレブン3店舗 氷温熟成サバみりん焼き弁当」 

１１月 
レタスクラブ11月25日号 「今流行し始めている、氷温熟成って？」 

日本盛通販紙 「食とお酒の逸品 12月号」 

    １２月 

読売テレビ 「かんさい情報ネット10  大人気！氷温熟成を使った食品」 

テレビ東京 「ワールドビジネスサテライト 寒さでうまみアップ 食品業界が熱視線」 

ニッポン放送 「あさラジ！ 氷温熟成って」 

生活情報紙こはく 「こはく12月号」 

平成２８年１月 

日本海新聞 「氷温技術の奥深さ学ぶ」 

日本海新聞 「氷温食品700品超え間近  30年で大台に」 

山陰経済新聞 「欠品防止に氷温技術導入 喜満フーズ」 

２月 
読売テレビ 「す・またんZIP  氷温熟成大ヒット商品」 

下野新聞  「氷温寒熟そば 日光山輪王寺に奉納」 

     ３月 

ＴＢＳ   「あさチャン！ 今年注目 旨みグーンとアップ 氷温熟成」 

鹿児島放送 「まるごと鹿児島夕テレ 旨みと甘味がアップ！氷温熟成」 

広島ＲＣＣテレビ 「ランキンＬａｎｄ！ 舶来亭」 

日経ＭＪ  「人気商品 キーコーヒー氷温熟成珈琲 テトラプリズマ」 

 

 

６．情報提供 

 １）氷温ニュースの発行  

      初夏号（No.１９５） 平成２７年 ６月１２日発行  A４ P１１ 

    総会特集号（No.１９６） 平成２７年 ６月２３日発行  A４ P１４ 

       夏号（No.１９７） 平成２７年 ９月３０日発行  A４ P１４ 

    大会特集号（No.１９８） 平成２７年１１月２０日発行  A４ P２０ 

       冬号（No.１９９） 平成２８年 １月２９日発行  A４ P１３ 

       春号（No.２００） 平成２８年 ３月３１日発行  A４ P１３ 

 

 ２）「氷温食品入門」第 2版編集執筆（日本食糧新聞社より平成 27年 5月発刊） 



 

 ３）小売業への氷温認定商品情報提供 

    大丸高島屋、三越伊勢丹、イオントップバリュセレクト、CGC等に氷温マークのデジタルデータの提供、氷温

食品の熟成効果、鮮度保持効果などのエビデンス資料の提供 

 

 ４）協会サイトの充実化 

    ・ホットニュース、会員の動き、公式フェイスブックなどでの最新情報の提供 

   ・高品質食品画像の撮影、提供  

   

 

７．研究開発推進   

１）調査研究 

開発研究委託のテーマ及び内容 備   考 

海外低温小口輸送の適性調査 

 

花御所柿の氷温適性調査   

   

ジェルアイスによる魚類の氷温適性調査 

海外航路を想定して氷温ジェルアイスでの食品輸送適性等

を調査した 

 

氷温貯蔵による 3ヶ月間以上の鮮度保持適性および品質変

化について調査した 

 

主に境港産の水産品について、氷温ジェルアイスで冷却し

た場合の鮮度保持性および品質変化について調査した 

 

２）技術協力など 

  ○国からの委託を受けて九州産赤牛の品質調査 

  ○三重県からの委託を受けてジビエの品質調査 

  ○関西大学からの委託を受けてサバの品質調査 

   

８．氷温食品の認定実績 ※別添資料参照 

１）認定委員会の開催 

  平成27年度は、認定委員会を 8回開催し、26アイテムを認定した。 

  氷温食品は累計703品目となった。 

 

氷温食品の認定  

申 請 者 名 認 定 申 請 名 認 定 年 月 日 

ひかり味噌㈱（長野県） 氷温熟成みそ 平成 27 年 4 月 9 日 

㈱JAアグリ島根（島根県） 氷温熟成米 きぬむすめ 平成 27 年 6 月 3 日 

㈱小林電機（島根県） 氷温熟成米（コシヒカリ） 平成 27 年 6 月 24 日 

㈱大西商店（神奈川県） 
氷温熟成 ねかせ丑 

氷温熟成 ねかせ豚 
平成 27 年 6 月 24 日 

㈱シェフミートチグサ（千葉県） 氷温熟成国産牛ハンバーグ 平成 27 年 6 月 24 日 

㈱野村商店（東京都） 氷温熟成牛肉 平成 27 年 6 月 24 日 

㈱ﾎﾃﾙﾊ ﾍー゙ ｽﾄｲﾝ米子（鳥取県） 梨花 RINKA 平成 27 年 6 月 30 日 



㈱野村商店（東京都） 氷温熟成豚 平成 27 年 8 月 18 日 

千代むすび酒造㈱（鳥取県） 千代むすび純米強力 氷温ひやおろし 平成 27 年 8 月 18 日 

㈱ことぶき流通システム（鳥取県） ﾙ･ﾊ ﾝ゚ﾃ゙ ﾓﾆｳﾑの氷温熟成ﾊー ﾄ゙ ﾊ゚ ﾝ生地 平成 27 年 10 月 13 日 

㈲都農農産加工工場（宮崎県） 氷温熟成干し大根 平成 27 年 11 月 27 日 

丸紅㈱（東京都） 氷温熟成牛肉US産 平成 27 年 11 月 27 日 

農業生産法人㈱あうらｽﾏｰﾄｱｸﾞﾘ（青

森県） 
氷温たまねぎ 平成 27 年 11 月 27 日 

㈱ 小林電機（島根県） 氷温熟成米（きぬむすめ） 平成 27 年 12 月 16 日 

東亜青果㈱（鳥取県） 

氷温貯蔵黄玉 

氷温貯蔵ゴルビー 

氷温貯蔵シナノスマイル 

氷温貯蔵ナガノパープル 

平成 27 年 12 月 16 日 

京都フードパック㈱（京都府） 京丹波高原豚 平成 28 年 3 月 31 日 

山晃食品㈱（兵庫県） 

ビーフハンバーグ 

生ベーコン 

ローストビーフ 

平成 28 年 3 月 31 日 

㈱ダイマツ（鳥取県） 

真いわし胡麻味噌煮 

真いわし生姜煮 

真いわし南高梅煮 

平成 28 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

９．平成 27年度 新入会員（20社） 

 

会社・団体名 住  所 業  種 

㈱野村商店 東京都江東区辰巳3-17-12 食肉卸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

増田運輸㈱ 千葉県習志野市茜浜1-8-2 輸送・倉庫 

ヤマト運輸㈱津山主管支店 岡山県苫田郡鏡野町古川1072-5 輸送・倉庫 

㈱オランダ家 千葉県千葉市美浜区新港211番地 製菓、パイ製造販売 

日本海観光開発㈱ 鳥取県西伯郡大山町大山25番地 豆腐、菓子製造 

㈱JAアグリ島根 島根県出雲市斐川町美南1666番地 米卸売業 

日穀製粉㈱ 長野県松本市南松本2-6-52 そば製造販売 

丸紅㈱ 東京都千代田区大手町1-4-2 牛肉販売 

㈱雪国まいたけ 新潟県南魚沼市余川89 
きのこの加工食品の製造販

売 

㈲都農農産加工工場 
宮崎県児湯郡都農町大字川北字新別府1444

の口 
漬物製造、惣菜製造 



㈱松江三和部品商会 島根県松江市矢田町168番地6 メロンの水耕栽培事業 

㈱CFT 
東京都中央区八丁堀1丁目12-4 那賀嶋ビ

ル3F 
輸入及び卸 

サテライツ㈱ 鹿児島県曽於市末吉町岩崎6795-4 鶏卵販売 

㈱あるぺん村 富山県中新川郡立山町日俣43-3 食品製造、卸、小売 

京都フードパック㈱ 京都府京都市南区久世殿城町126番地 食肉加工卸売業 

農村エナジー㈱ 岡山県倉敷市西富井1076-17 鶏肉販売 

㈱ゼンヤクノー 鳥取県鳥取市賀露町4001 健康茶製造販売 

海一 岡山県岡山市北区青江5丁目25-7 寿司店経営 

㈲サニー沖縄 沖縄県西原町字小那覇894番地 農産卸売業 

㈱不二家 
東京都文京区大塚2-15-6 ニッセイ音羽ビ

ル6階 
菓子食品製造販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－１－ －２－ －３－ －４－ －５－ －６－ －７－ －８－ －９－ －１０－ －１１－ －１２－ －１３－  

 

－１４－ －１５－ －１６－ －１７－ －１８－ －１９－ －２０－ －２１－ －２２－ －２３－ －２４－ 

 

－２５－ －２６－ －２７－ －２８－ －２９－ －３０－ －３１－ －３２－ －３３－ －３４－ －３５－ 


