
 

第１号議案 

平 成 ２ ８ 年 度  事 業 報 告 

（平成 28年 4月 1日〜平成 29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  １８１ ８ ５８ ２４７  

本年度末の会員 数  １８４ ８ ５６ ２４８ 新入会員22、退会員21 

 

 

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28年5月25日（水） 

 

米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）平成27年度事業報告及び収支決算書承認の件 

（2）平成28年度事業計画案及び予算案承認の件 

（3）平成28年度役員変更案承認の件 

理事会（第1回） 平成28年4月28日（木） 

 

 ［承認可決事項］ 

（1）平成27年度事業報告及び収支決算書承認の件 

（2）平成28年度役員変更案承認の件 

（3）平成28年度協会賞受賞候補者案承認の件 

（4）通常総会に提案する議案承認の件 

理事会（第2回） 平成28年5月25日（水） 米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）平成28年度主要な業務のスケジュール(案)につ   

     いて 

理事会（第3回） 平成29年3月24日（金） 米子市  

㈱氷温研究所 

［承認可決事項］ 

（1）平成28年度補正予算案承認の件 

（2）平成29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 

2016CGC合同商談会 
平成28年  4月19日（火） 

      ～20日（水） 
東京都 東京ビックサイト  

氷温食品ライブキッチン開催 平成28年  5月25日（水） 米子市 全日空ホテル  
伊藤忠食品㈱ 設立130周年展示会 平成28年  5月31日（火）   
（一社）発明協会総会および臨時理事会

出席 
平成28年  6月20日（月） 鳥取市 とりぎん文化会館  

（公財）鳥取県産業振興機構総会出席 平成28年  6月27日（月） 鳥取市 ホテルニューオータニ  
鳥取県食品産業協議会総会へ出席 平成28年  7月13日（水） 米子市 米子文化ホール  
新潟市議会文教経済常任委員会16名 行

政視察勉強会 
平成28年  7月20日（水）   

鳥取県ふるさと認証食品協議会へ出席 平成28年  7月21日（木） 倉吉市 中部総合事務所  
山陽、関西、中部、関東地域 

会員の動き現地訪問 

平成28年  7月～ 

   平成29年3月 
  

食のみやこ特産品コンクール 平成28年  8月 3日（水） 鳥取県立福祉人材研修センター  
北東アジア産業技術フォーラム出席 平成28年  9月 5日（月） 米子市 米子コンベンションセンター  
鳥取県湯梨浜町東郷果実部舎人果樹研

究同志会12名視察勉強会 
平成28年10月19日（水）   



鳥取県食品産業協議会見学会 平成28年11月  9日（水） 八頭町、鳥取市  
低温小口輸送会議出席 平成28年11月24日（木） 米子市 ヤマトパッキングセンター  
四王寺営農組合 竣工式にて鶏肉の氷温

解凍＆氷温貯蔵梨の販売協力 
平成28年11月27日（日） 倉吉市 四王寺地区  

津山農業協同組合2名、美作広域農業普

及指導センター2名 ブドウ貯蔵技術の

先進地調査 

 平成29年 1月23日（月）  
 

横浜植物防疫所 2名 梨の氷温貯蔵可能

性調査 
 平成29年 1月31日（火）   

中国河北省訪問団7名 視察研修  平成29年 2月23日（木）   

FOODEX JAPAN 2017 
平成29年 3月 7日（火) 

      ～10日（金） 
千葉県 幕張メッセ  

消費者庁訪問 
 平成29年3月  8日（水） 

 平成29年3月29日（水） 
東京都   

 

－海外関連の動き－ 

・韓国新世紀百貨店で韓牛の日より氷温熟成牛肉を販売 

－研究関連の動き－ 

・農研機構九州沖縄農業研究センター、関西大学および㈱氷温研究所が産官学共同で氷温熟成メカニズムの

本格的解明に着手 

－受賞関連－ 

・アグリフードEXPO輝く経営大賞受賞 ㈲イーエム総合ネット弘前 「EM氷温りんご」 

・優良ふるさと食品中央コンクール食料産業局長賞受賞 ㈱ホテルハーベストイン米子 「梨花」 

・2017漬物グランプリ決勝大会進出 ㈲都農農産加工工場 「氷温熟成干し大根」 

・モンドセレクション最高金賞受賞 山晃食品㈱ 「氷温熟成神戸牛ローストビーフ」 

・世界遺産二社一寺から証を授与 日光手打ちそばの会 「氷温寒熟そば」 

・千葉市 食のギフトセレクション 2016 大賞 ㈱シェフミートチグサ 「ハム・ベーコン・ソーセージ」 

－氷温食品の動き－ 

・小売大手の動き盛んに 

セブン-イレブンの冬ギフトカタログ表紙に氷温熟成神戸牛ローストビーフ 

ナチュナルローソンで氷温熟成味噌使用のおにぎり販売 

ローソンで氷温熟成肉弁当を全国販売 

イオンで氷温貯蔵ぶどうを年末販売 

 

－教育関係－ 

種  類 開催年月日 開催場所 備  考 

鳥取県立皆生養護学校 3名校外学習 平成28年5月 18日（水）   

鳥取県立倉吉西高等学校 生徒4名来社 平成28年 6月28日（火）   

鳥取県米子市内中学校家庭科の先生11名来社 平成28年 8月 8日（月）   

米子工業高等専門学校インターンシップ1名研修 
平成28年 9月 5日（月） 

        ～ 9月 9日（金） 
  

氷温技術の学術的考察検討会 平成28年12月 2日（金） 関西大学  

鳥取県立境港総合技術高校食品科2年生 

35名来社 
平成29年 1月11日（水）   

鳥取県立米子白鳳高校 14名氷温勉強会 平成29年 2月21日（火）   

「第五回低温・氷温研究会」開催 平成29年 3月 4日（土） 
米子市 米子コンベンション

センター 
 



 

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28年12月7日（水） 

（13：40〜14：40） 

 

 

 

 

 

〃 

（14：50〜17：40） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

（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 日光手打ちそばの会  

  我妻 一義 氏、半田 耕一 氏、早川 貴士 氏、   

  石川 祐介 氏 

テーマ「日光そばの四季物語」～氷温寒熟そばを 

新たな日光名物に～ 

 

学術研究および実用化事例発表 

「最新の氷温情報2016」 

  コーディネーターによる氷温動向紹介 

「氷温熟成で市場をつくる」 

 山晃食品㈱  山内 薫 氏 

「氷温熟成なま卵を鹿児島県曽於市の特産品に」         

        サテライツ㈱ 川原 嵩信 氏 

「冷凍水産物の超氷温ジェルアイスによる解凍後

の品質維持効果」    

          関西大学  細見 亮太  氏 

「氷温梨とレアチーズケーキのコラボ 梨花 RINKA

の開発」 

  ㈱ホテルハーベストイン米子 富田 克明 氏      

「音波による穀・豆類の氷結点の測定」 

     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 

平成28年度鳥取県高等学校定時制 

通信制教育研究会講演会 

平成28年 7月25日（月） 鳥取県東伯郡 琴浦町生涯学習センター  

経営革新研究会講演 平成28年 6月15日（水） 大阪府 大阪企業家ミュージアム  
氷温セミナー東京 平成28年 8月26日（金） 東京都 とっとり・おかやま新橋館  
丸京製菓㈱研修会 講話 平成28年 8月26日（金） 鳥取県 ホテルサンルート米子  
中国冷蔵倉庫協議会 講演会 平成28年 9月 ７日（水） 広島県 リーガロイヤルホテル広島  
氷温セミナー大阪 平成28年10月 7日（金） 大阪府 鳥取県関西本部  
食品産業支援人材育成事業研修会 平成29年 2月28日（火） 鳥取県 食品開発研究所  
㈱アントアンフーズＪＶ 氷温勉強会 平成 29年 3月 6日（月） 群馬県 アントアンフーズＪＶ  
サラヤ㈱氷温研修会 平成29年 3月17日（金） 大阪府 サラヤ㈱  
大山発氷温食品をつくる会幹部会 平成28年 7月15日（金） 鳥取県米子市 舶来亭  

〃 平成28年 9月29日（木） 鳥取県米子市 舶来亭  
〃 平成28年11月10日（木） 鳥取県米子市 舶来亭  

とっとり産業技術フェア2016へ出展 

大山発氷温食品をつくる会 

平成28年  8月 28日（日） 鳥取県米子市 米子コンベンションセンター  

 

 

５．主な取材など  
年  月 取  材  名 

平成２８年  ４月 ＭＢＳ毎日放送 「ちちんぷいぷい いま注目の氷温熟成とは」 

５月 
山陰中央新報   「増える食品 海外視野」 

Veggy vol.46   「伝統から発信する新しい食の世界」 

６月 山陰経済ウイークリー     「食品熟成の新たな領域へ 氷温食品 通算703品目」 



ＦＣＡＪ  ＪＯＵＲＮＡＬ vol.118 「多様化する、熟成ビジネス」 

７月 ＮＨＫ      「サキどり↑ 新鮮よりもっとおいしい！？広がる“熟成”食品」 

８月 

日本海新聞    「食のみやこ特産品コンクール 最優秀に梨ケーキ」 

テレビ東京    「ワールドビジネスサテライト 農業も目指す 東京五輪で金 世界の“アップル”へ！ 

   ＥＭ氷温りんご」 

９月 日本海新聞    「とっとり食探訪 “梨花 ＲＩＮＫＡ”」 

１０月 日本海新聞    「梨と氷温技術 コラボスイーツ」 

１１月 

RKB毎日放送   「世界一の九州が始まる  進化する超高級マヨ」 

日本海新聞    「活動拠点施設が完成 倉吉の四王寺営農組合」 

日本海新聞    「但馬ビーフレストラン楓 あすは特別メニューを用意」 

      １２月 

ＮＨＫ      「ためしてガッテン 驚異のネギパワーSP」 

日本海新聞    「氷温研究全国大会開催」 

山陰経済新聞   「氷温研究全国大会開催 畜肉の氷温熟成増える」 

日本海新聞    「父の故郷で氷温熟成卵」 

平成２９年  １月 山陰中央新報   「氷温貯蔵の梨“甘い”境港総合技術高生 協会訪れ学ぶ」 

      2月 ＢＳジャパン  「にっぽん真発見 高級ブランド・松葉ガニを支える人々に密着」 

       ３月 

下野新聞     「第13回下野ふるさと大賞 準大賞 日光手打ちそばの会（日光）」 

日本海新聞    「肉熟成や輸送時解凍 氷温活用の成果多彩」 

フジテレビ    「ウチくる!? 氷温熟成豚肉紹介」 

ＴＢＳ      「王様のブランチ ランキンリサーチ 春の最新コンビニ弁当ランキングＢＥＳＴ10」 

      

 

６．情報提供 

 １）氷温ニュースの発行  

    総会特集号（No.２０１） 平成２８年 ６月１７日発行  A４ P１４ 

       夏号（No.２０２） 平成２８年 ８月２５日発行  A４ P１２ 

       秋号（No.２０３） 平成２８年 ９月３０日発行  A４ P１４ 

      初冬号（No.２０４） 平成２８年１１月１１日発行  A４ P１２ 

    大会特集号（No.２０５） 平成２９年 １月２５日発行  A４ P２２ 

       春号（No.２０６） 平成２９年 ３月２５日発行  A４ P１８ 

 

 ２）「食の歴史書Hand Book」発刊協力（日本食糧新聞社より平成 29年 4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グループ、コンビニ各社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 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 



穀・豆類の氷結点調査 氷結点の測定が困難な穀・豆類について、音波照射による

氷結点測定を試みた 

 

ジェルアイスによる魚類の氷温適性調査 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黒毛和種の品質調査 

  ○島根県浜田市からの委託を受けてピオーネの品質調査 

  ○関西大学からの委託を受けて豚肉の品質調査 

   

 

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28年度は、認定委員会を 5回開催し、22アイテムを認定した 

  氷温食品は累計725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 

サテライツ㈱（鹿児島県） 氷温熟成有精卵 平成 28 年 6 月 10 日 

㈱フードレーベル（東京都） 焼肉チャンピオンが本気で作ったキムチ 平成 28 年 6 月 10 日 

丸紅㈱（東京都） 氷温熟成牛舌ＵＳ産 平成 28 年 6 月 10 日 

山晃食品㈱（兵庫県） 
氷温熟成 神戸ポーク 

焼豚 
平成 28 年 9 月 9 日 

農村エナジー㈱（岡山県） 美膳軍鶏（びぜんしゃも） 平成 28 年 9 月 9 日 

㈱ＪＡアグリ島根（島根県） 
氷温熟成豚 

氷温熟成 豚肉酒粕漬 
平成 28年 10月 28日 

㈱ＳＣＩ（東京都） 氷温熟成豚ＫＷ（メキシコ産） 平成 28年 10月 28日 

㈱大石（東京都） 氷温熟成ＵＳ黒豚 平成 28年 10月 28日 

㈱武蔵野ホールディングス（埼玉県） 氷温熟成魚 平成 28年 10月 28日 

サテライツ㈱（鹿児島県） 

氷温マヨネーズ（プレーンタイプ） 

氷温マヨネーズ（カラシタイプ） 

氷温マヨネーズ（ゆずタイプ） 

平成 28年 11月 25日 

谷澤牧場（愛知県） 氷温熟成ゆたか牛 平成 28年 11月 25日 

㈱ＪＡアグリ島根（島根県） 氷温シャインマスカット 平成 28年 11月 25日 

㈱ＳＣＩ（東京都） 
氷温熟成イベリコ豚（スペイン産） 

氷温熟成豚ＣＢ（スペイン産） 
平成 28年 12月 21日 

東都㈱（奈良県） 

氷温熟成鶏肉（モモ） 

氷温熟成鶏肉（ムネ） 

氷温熟成鶏肉（ササミ） 

平成 28年 12月 21日 

㈱ＳＣＩ（東京都） 氷温熟成豚ＣＶ（スペイン産） 平成 29 年 1 月 31 日 



 

９．平成 28年度 新入会員（22社） 

 

会社・団体名 住  所 業  種 

(同)ミツワ 宮城県石巻市魚町１丁目26-2 水産物販売                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

㈱山本本家 京都府京都市伏見区上油掛町36番地の1 酒造業 

㈱泉井鐵工所 高知県室戸市浮津18 氷温ジェルアイス 

大吉商店㈱ 滋賀県高島市安曇川町田中252番地 食肉製造販売 

有楽製菓㈱ 東京都小平市小川町1-94 菓子製造 

㈱ｾﾝｺー ｽｸー ﾙﾌｧー ﾑ鳥取 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1350 農産物の栽培、生産 

㈱ソラチ 北海道札幌市白石区菊水元町9条１丁目15-8 外食 

東都㈱ 奈良県桜井市戒重329番地の1 鶏肉熟成 

㈱三谷フーズ 石川県河北郡津幡町字富田188番地1 食肉加工 

㈱マルベリィ 福島県いわき市平字堂ノ前13 食肉加工 

ベーカリー＆カフェ ラ・メール 沖縄県沖縄市登川2271-1 パン、肉 

田中倉庫運輸㈱ 広島県広島市草津港1丁目7番 2号 営業倉庫 

国際観光興業㈱ 富山県富山市緑町2丁目3番5号 外食 

静岡製機㈱ 静岡県袋井市諸井1300 機器開発 

㈱ＳＣＩ 東京都品川区大崎1丁目11番2号 食肉輸入 

サラヤ㈱ 大阪府大阪市中央区備後町4-2-3 サニタリー製品 

小西酒造㈱ 兵庫県伊丹市東有岡2丁目13番地 酒造業 

谷澤牧場 愛知県豊田市桝塚西町北屋敷118 和牛肥育 

紙屋本店 岡山県倉敷市船穂町水江1273 切干し大根 

関口農園 群馬県みどり市東町花輪352-1 柿農園 

㈱アントアンフーズＪＶ 群馬県伊勢崎市平和町24番28号 食品輸送 

A OKAY F&B CO.,LTD 
Samsung B/D201,Sungnae-ro 3ga-gil 61, 

GangDong-gu,Seoul,SouthKOREA 134-310 
食品流通 

 

 

 

 


