
第１号議案 

平 成 ２ ６ 年 度  事 業 報 告 

（平成 26年 4月 1日〜平成 27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  １７０ ９ ５６ ２３５  

本年度末の会員 数  １７８ ９ ５５ ２４２ 新入会員20、退会員13 

 

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26年5月22日（木） 

 

米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）平成25年度事業報告並びに収支決算案 

（2）平成26年度事業計画案並びに収支予算案 

理事会（第1回） 平成26年4月24日（金） 

 

 ［承認可決事項］ 

（1）平成25年度事業報告並びに収支決算案 

（2）平成26年度事業計画案並びに収支予算案 

（3）通常総会の日程及び提案議案 

理事会（第2回） 平成26年5月22日（木） 米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）平成26年度事業の執行 

理事会（第3回） 平成27年3月17日（火） 米子市  

㈱氷温研究所 

［承認可決事項］ 

（1）平成26年度補正予算案承認の件 

（2）平成27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 

JAおいらせ役員9名視察研修 平成26年4月24日（木）   

2014CGC合同商談会 
平成26年4月23日（水） 

～24日（木） 
東京都 東京ビックサイト  

米子高島屋 50周年記念商品に氷温貯蔵二

十世紀梨入り梨ロールケーキ販売 

平成26年4月1日（火）～

3日（木） 
米子市 米子高島屋  

米子市大高公民館19名視察研修 平成26年5月28日（水）   

（一社）発明協会理事会へ出席 平成26年5月29日（木） 鳥取市 とりぎん文化会館  

（公財）鳥取県産業振興機構評議員会へ

出席 
平成26年6月16日（月） 鳥取市 白兎会館  

コープ愛知研修 平成26年6月17日（火）   

（公財）鳥取県産業振興機構総会・記念

講演会へ出席 
平成26年6月24日（火） 鳥取市 白兎会館  

とっとりジビエ利用促進総合対策事業委

員会へ出席 
平成26年6月25日（水） 鳥取市 鳥取県庁  

（一社）発明協会総会・臨時理事会へ出

席 
平成26年6月26日（木） 鳥取市 とりぎん文化会館  

Aschoff solar Bundit Director視察 平成26年6月30日（月）   

鳥取県食品産業協議会総会へ出席 平成26年7月9日（水） 
米子市 ホテルハーベストイン米

子 
 

㈱氷温Korea氷温庫竣工式 平成26年7月14日（月） 韓国 ソウル市  

鳥取県ふるさと認証食品協議会へ出席 平成26年7月31日（木） 倉吉市 鳥取県中部総合事務所  

鳥取県食品産業厚生年金基金第 51回代議

員会出席 
平成26年9月12日（金） 米子市 米子食品会館  



 

－海外関連の動き－ 

・4月 韓国ソウル市にて氷温ジェルアイス装置設置（㈱氷温 KOREA） 

・7月 韓国龍仁（ヨンイン）市にて44坪の氷温庫設置（㈱氷温KOREA） 

 

－教育関係－ 

 

米子法人会20名視察研修 平成26年9月25日（木）   

鳥取県湯梨浜町食生活改善推進協議会 22

名視察研修 
平成26年9月29日（月）   

㈱自然の薬箱 菊田シェフ、鳥取県名古

屋代表部 吉村所長、鳥取県 大村農林

技師、鳥取県こだわり物産販売協同組合 

舩橋営業部長視察 

平成26年9月29日（月）   

㈱BSO ティン様研修 
平成 26年 10月 1日（水）

～2日（木） 
  

㈱積水技研 岡主事、井下主事研修 平成26年10月7日（火）   

生活協同組合おおさかパルコープ 10名研

修 
平成26年10月8日 （水）   

鳥取県議会議員4名視察研修 平成26年10月24日（金）   

鳥取県議会 浜田議員、中部ぽろたん生

産者視察研修 
平成26年11月7日（金）   

大山町松河原地区の文化祭にて氷温貯蔵

梨の試食会 
平成26年11月9日（日） 大山町 松河原地区公民館  

鳥取県ふるさと認証食品協議会へ出席 平成26年11月10日（月） 倉吉市 中部総合事務所  

中国経産局 中村調査員視察 平成26年12月4日（木）   

耕幹の会へ出席 平成26年12月10日（水） 鳥取市  

鳥取県大山果実部14名視察研修 平成26年12月15日（月）   

野村リサーチ・アンド・アドバイザリー

㈱ 村上副主任研究員取材 
平成26年12月15日（月）   

大山町松河原地区老人会20名視察研修 平成27年1月20日（火）   

鳥取県産業技術センター開所式へ出席 平成27年2月6日（金） 境港市 鳥取県産業技術センター  

オリジナルスイーツ試食会 平成27年2月23日（月） 
米子市 ホテルハーベストイン米

子 
 

関西とっとりPRサポーター20名視察研修 平成27年2月26日（木）   

FOODEXJAPAN2014 
平成27年3月3日（火）～

6日（金） 
千葉県 幕張メッセ  

鯉城クラブ18名視察研修 平成27年3月6日（金）   

鳥取県ふるさと認証食品協議会へ出席 平成27年3月26日（木） 倉吉市 中部総合事務所  

種  類 開催年月日 開催場所 備  考 

㈱ダイマツ新入社員研修 平成26年4月 2日（水）   

鳥取県境港総合技術高校 本道教諭、渡

邉教諭研修 
平成26年7月17日 （木）   

鳥取県南部町立南部中学校 来海さん来

社 
平成26年7月22日（火）  

「図書館を使った調

べる全国コンクー

ル」優秀賞 

米子工業高等専門学校インターンシップ

1名研修 

平成 26年 8月 25日（月）

～8月29日（金） 
  

香川大学にて講義 平成26年8月25日（月）   

鳥取県立境港総合技術高校食品科2年生 

38名来社 
平成27年1月14日 （水）   

鳥取県立白鳳高校13名来社 平成27年2月17日（火）   

「第三回低温・氷温研究会」開催 平成27年2月28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26年10月22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 ㈱ダイマツ 会長 松江 伸武 氏 

テーマ「氷温人生」 

 

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2014」 

「氷温技術を使った地産地消の推進～6次産業

化のお手伝い～」 

 ㈱桃の館       竹迫 章浩 氏 

「ナノ窒素海水ジェルアイス貯蔵による魚介

類の脂質酸化抑制効果」 

 関西大学       細見 亮太 氏 

「氷温との出会い、そして韓国でスタートする

氷温KOREA」 

 ㈱氷温KOREA      沈 揆斌 氏 

「生産農家が提供するなぎビーフ ～レストラ

ンQUCHI～」 

 ㈱オリジナルキューチ  豊福 祥旗 氏 

「音波変調と数値処理による音波伝搬特性法

の氷結点検出精度向上の検討」 

 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 

韓国勉強会 in Hyo-on Korea 

島根県浜田地区勉強会 in 山陰合同

銀行 

氷温ジェルアイス見学会 

平成26年度 中国・四国・近畿合同

支部会 

氷温勉強会in BSO 

平成26年度関東広域支部会 

氷温ミニ勉強会 

ミニ氷温フェスタinホープタウン 

 

倫理法人会モーニングセミナーにて

講話 

氷温ジェルアイス見学会 

氷温ミニ勉強会 

大山発氷温食品をつくる会幹部会 

大山発氷温食品をつくる会幹部会 

大山発氷温食品をつくる会幹部会 

大山発氷温食品をつくる会幹部会 

大山発氷温食品をつくる会幹部会 

平成26年4月29日（火） 

平成26年4月7日（月） 

 

平成26年6月13日（金） 

平成26年7月3日（木） 

 

平成26年7月4日（金） 

平成26年9月19日（金） 

平成26年9月26日（金） 

平成26年11月8日（土）

～9日（日） 

平成26年12月3日（水） 

 

平成26年12月16日（火） 

平成26年12月18日（木） 

平成26年8月8日（金） 

平成26年9月24日（水） 

平成26年10月2日（木） 

平成26年10月28日（火） 

平成27年3月4日（水） 

韓国 ソウル市 

島根県 山陰合同銀行浜田支店など 

 

高知県 ㈱泉井鐵工所 

岡山県 岡山国際交流センター 

 

香川県高松市 ㈱BSO高松支社 

東京都 SIビル貸会議室 

東京都 JNC㈱、㈱武蔵野フーズ 

米子市 ホープタウン 

 

境港市 今井書店 

 

秋田県 マキシムジャパン㈱ 

愛知県 敷島製パン㈱ 

鳥取県米子市 舶来亭 

鳥取県米子市 ㈲板見製餡所 

鳥取県米子市 ㈲板見製餡所 

鳥取県米子市 ㈲板見製餡所 

鳥取県米子市 舶来亭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．主な取材など  

年  月 取  材  名 

平成２６年４月 
日本テレビ「メレンゲの気持ち」にて氷温妻有舞人参ジュース紹介（全国放送） 

日本テレビ「月曜から夜ふかし」にて氷温完熟レッドパール紹介（全国放送） 

５月 
日本海新聞（牛肉を氷温乾燥熟成） 

日経MJ（氷温熟成コーヒー いれ立ての香りゼリーに） 

６月 

日本テレビ「News Every」気になる！のコーナーで氷温熟成技術紹介（関東エリア放送） 

フジテレビ「SMAP×SMAP」BISTRO SMAPのコーナーで氷温熟成豚肉紹介（全国放送） 

NHK「あさイチ」にて氷温熟成紹介（全国放送） 

日経MJ（キーコーヒー本社にカフェ２店） 

     ８月 雑誌「蕎麦春秋」（夏に食べる旨いそば特集にて氷温寒熟そばが紹介） 

     ９月 

雑誌「料理王国」（究極のとんかつを追究するにて氷温熟成氷室豚が紹介） 

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） 

日本食糧新聞（氷温寒熟で地域を活性化） 

日本海新聞（氷温熟成米で業界初の清酒） 

山梨日日新聞（氷温熟成 肉まろやか） 

１０月 
日本海新聞、山陰中央新報、山陰経済新聞、日本食糧新聞社 

（氷温フェスタ2014 第30回氷温研究全国大会情報） 

１１月 
山陰経済ウイークリー（国内外に広がる氷温技術） 

月刊食品工場長（「氷温寒熟そば」で地域活性化に貢献） 

    １２月 
月刊食品工場長（氷温研究全国大会開催） 

雑誌「あまから手帳」（和牛のふるさと鳥取県で「氷温乾燥熟成」和牛肉を開発・販売 

平成２７年１月 日本海新聞（氷温技術の“いろは”学ぶ） 

２月 
雑誌「オレンジページ」（日本のおいしい＆楽しいを再発見 いただきます！鳥取境港・米子） 

読売新聞、朝日新聞、日本海新聞、山陰中央新報など（鳥取県産米のきぬむすめ氷温熟成にして日本酒に） 

     ３月 日本海新聞（米子で学生が低温・氷温氷温研究会） 

 

 

６．情報提供 

 １）氷温ニュースの発行  

      初夏号（No.１８９） 平成２６年 ５月３０日発行  A４ P１２   

    総会特集号（No.１９０） 平成２６年 ６月２０日発行  A４ P１２ 

       夏号（No.１９１） 平成２６年 ９月 ５日発行  A４ P１７ 

    大会特集号（No.１９２） 平成２６年１１月２８日発行  A４ P２４ 

       冬号（No.１９３） 平成２７年 １月２３日発行  A４ P１２ 

       春号（No.１９４） 平成２７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月発行予定） 

 

 ３）情報発信のビジュアル化  

  ○氷温協会公式ホームページは、HOTニュース、協会だよりを定期的に更新。「主な氷温食品製造企業一覧」、

「よくあるご質問Q&A」のページを新設し、より多くの方々へ閲覧していただけるようにしている。また、

氷温協会公式facebookでは協会HPとのリンクや氷温の情報が発信されているfacebookをシェアするなど

きめ細かな情報発信を行った。 

○「氷温食品を食べられる店」紹介店舗の充実化。ニュースやホームページなどで紹介。 

  ○ホームページやニュース、講演などの普及事業に使用している認定氷温食品の写真は、備品等の充実、商

品パッケージなどを加え撮影することにより活用の幅を広げた。会員の方にも利用してもらえるよう認定時

にデータをお渡しできるようにしている。 

○展示会や店舗などで使用していただけるポスター作成 



    

７．協会賞 

  平成 26年度協会賞各賞は、平成 26年 5月 22日（木）米子全日空ホテルにて授賞式を行った。受賞者は下

記のとおり。 

受賞の種類   受賞候補者   推薦理由 

優秀技術賞 

（表彰盾） 

肥田 高嘉 氏 

六花社 

代表 

 

 氷温ジェルアイス輸送と独自

養殖技術の組み合わせにより、

比類ない高鮮度・高品質アサリ

を誕生させた。 

優秀技術賞 

（表彰盾） 

 

小林 弘志 氏 

株式会社サンテベール 

代表取締役 

 

 

 多年にわたり氷温ジェルアイ

ス製造装置の開発および販売に

尽力するなど、氷温流通技術の

発展に大きく貢献した。 

優秀食品賞 

（表彰盾） 

 

築山 隆明 氏  生鮮イチゴで初となる氷温商

品化に成功し完熟イチゴの全国

出荷を可能にするなど氷温食品

の発展に大きく貢献した。 

普及啓発功労賞 

（表彰盾） 

和田 博壽 氏 

株式会社ことぶき流通ｼｽﾃﾑ 

代表取締役 

 

 輸送、水産、製造など多岐に

わたる分野で氷温活用を積極的

に進め、当協会の普及活動に多

大な貢献をした 

氷温協会賞 

地域経済活性化功績賞 

（表彰盾） 

林 恵 氏 

はやし食品有限会社 

代表取締役 

 

 納豆製造において大山産大豆

を積極的に用いて新規氷温ブラ

ンド商品を開発するなど、地域

の活性化に大きく貢献した。 

 

 

８．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 

氷温乾燥熟成肉の氷温適性調査 

 

かんきつの氷温適性調査   

   

トマトの氷温適性調査 

氷温乾燥熟成肉の可能性調査および旨味成分などの品質変

化について調査した 

 

氷温貯蔵および氷温乾燥処理による旨味成分などの品質変

化について調査した 

 

氷温貯蔵および氷温熟成について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 

  ○鳥取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豚肉の品質調査 

   

 

 



９．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26年度は、認定委員会を 7回開催し、19アイテムを認定した。 

  氷温食品は累計678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 

エムケイ開発㈱（鳥取県） 氷温熟成人参 平成 26 年 4 月 16 日 

日本盛㈱（兵庫県） 日本盛 氷温熟成米の生酒 平成 26 年 7 月 30 日 

㈱Original Quchi（岡山県） 氷温熟成なぎビーフ 平成 26 年 7 月 30 日 

㈱シェフミートチグサ（千葉県） 氷温熟成牛タン 平成 26 年 7 月 30 日 

キムチ美人本舗㈱（広島県） 
氷温熟成 手造りキムチ 

氷温熟成 熟甘キムチ 
平成 26 年 10 月 1 日 

㈱シェフミートチグサ（千葉県） 氷温熟成牛リブロース 平成 26 年 10 月 1 日 

ヤマト産業㈱（愛知県） 氷温熟成米三重県産伊賀コシヒカリ 平成 26 年 10 月 30 日 

JA全農ふくれん（福岡県） 氷温熟成 めし丸元気つくし 平成 26 年 10 月 30 日 

㈱サイトウ（愛知県） 氷温熟成牛肉（ニュージーランド放牧牛） 平成 26 年 12 月 9 日 

JAつがるにしきた（青森県） 林檎（サンふじ） 平成 27 年 1 月 15 日 

敷島製パン㈱（愛知県） 
パスコスペシャルセレクション フルーツグ

ラノーラ食パン３枚スライス 
平成 27 年 1 月 15 日 

農事組合法人蓮だより（石川県） 氷温加賀れんこん 平成 27 年 1 月 15 日 

やすぎ農業協同組合（島根県） 氷温ぶどう 平成 27 年 1 月 15 日 

㈱ SCミート（千葉県） 国産牛枝肉 平成 27 年 2 月 27 日 

㈱ダイマツ（鳥取県） 

シーフードマリネ 

真いかと大根の煮付け 

ぶりと大根の煮付け 

平成 27 年 2 月 27 日 

㈱シェフミートチグサ（千葉県） 氷温®熟成豚肉 平成 27 年 2 月 27 日 
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会社・団体名 住  所 業  種 

㈱ミツハシ 東京都港区高輪3-24-16 ISAビル 4階 精米卸 

アイシーコム㈱わったい菜事業

部 
鳥取県鳥取市晩稲431 食品加工販売 

㈱サンヨーフーズ 広島県廿日市市友田96番地2 米飯加工 

農事組合法人蓮だより 石川県金沢市才田町乙183番地2 れんこん栽培 

㈱大西商店 神奈川県小田原市扇町1-27-25 食肉卸 

㈱飯沼本家 千葉県印旛郡酒々井町馬橋106番地 酒造メーカー 

石見食品㈱ 島根県浜田市下府町388-60 豆腐製造販売 

合同会社ほうきファーム 鳥取県西伯郡伯耆町溝口196-1 農林畜産物の加工 販売 

司フーズ・システム㈱ 兵庫県三田市西山2丁目29番22-101号 食肉卸 

㈱宮城県狐崎水産6次化販売 宮城県石巻市狐崎浜字道ノ上21-2 水産 

マキシムジャパン㈱ 秋田県大仙市大沢郷宿字横山14-10 水産・回転寿司 

㈱SCミート 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-7 食肉卸 

二村 勝男 福岡県糟屋郡篠栗町田中42の8 個人コンサル 

アルインコ㈱ 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 玄米貯蔵庫 

大和産業㈱ 愛知県名古屋市西区新道1-14-4 精米卸 

㈱小林電機 島根県安来市飯島町525-1 トマト・米栽培 

境港市倫理法人会 
鳥取県倉吉市明治町 1037 倉吉商工会議所

3F 
団体 

㈱ホテルハーベストイン米子 鳥取県米子市弥生町8-27 ホテル業 

ひかり味噌㈱ 東京都文京区大塚3-5-10 住友生鮮 味噌製造販売 

喜満フーズ㈲ 鳥取県境港市竹内団地280番1号 水産・回転寿司 
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