
第１号議案 

平 成 ２ ５ 年 度  事 業 報 告 

（平成 25年 4月 1日〜平成 26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  １６８ １０ ５９ ２３７  

本年度末の会員 数  １７６ １０ ５２ ２３８ 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25年5月30日（木） 

 

米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）平成24年度事業報告並びに収支決算案 

（2）平成25年度事業計画案並びに収支予算案 

理事会（第1回） 平成25年4月24日（水） 

 

米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）平成24年度事業報告並びに収支決算案 

（2）平成25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25年5月30日（木） 米子市  

米子全日空ホテル 

［承認可決事項］ 

（1）副理事長、常務理事等役職理事の選出について 

（2）平成25年度事業の執行 

理事会（第3回） 平成26年3月19日（水） 米子市  

㈱氷温研究所 

［承認可決事項］ 

（1）平成25年度補正予算案承認の件 

（2）平成26年度事業計画案及び収支予算案承認の件 

 

 

３．主な事業 

◆平成 25年 4月 1日～内閣総理大臣より認定を受け、公益社団法人氷温協会へ移行。  
種  類 開催年月日 開催場所 備  考 

丸京庵どらやき大使館完成式へ出席 平成25年4月1日（月） 米子市 丸京庵  

CGC合同商談会 
平成25年4月16日（火） 

～17日（水） 
東京都 東京ビックサイト  

日光氷温寒熟そば産地視察 平成25年4月18日（水） 栃木県日光市  

台湾ビジネスセミナーにて氷温講話 平成25年5月17日（金） 米子市 米子商工会議所  

㈱あっぱれ本通り設立総会へ出席 平成25年5月22日（水） 米子市 菊萬  

（一社）発明協会理事会へ出席 平成25年6月5日（水） 鳥取市 鳥取県庁  

鳥取県中小企業診断協会にて氷温講話 平成25年6月16日（日） 倉吉市 伯耆しあわせの郷  

（一社）発明協会総会へ出席 平成25年6月24日（月） 鳥取市 鳥取市商工会議所  

（公財）鳥取県産業振興機構評議員会へ

出席 
平成25年6月27日（木） 鳥取市 白兎会館  

（公財）鳥取県産業振興機構総会・記念

講演会へ出席 
平成25年6月28日（金） 鳥取市 ニューオータニ鳥取  

鳥取県食品産業協議会第 40回定期協議会

へ出席 
平成25年7月10日（水） 

米子市 ホテルハーベストイン米

子 
 

米子市夜見公民館在宅福祉員21名来社 平成25年7月10日（水）   

大阪府立大学コンソーシアム会員様向け

第18回研修会にて講演 
平成25年8月23日（金） 

大阪府 大阪府立大学植物工場研

究センター 
 

（一社）中国地域ニュービジネス協議会

にて講演 
平成25年9月12日（木） 米子市 米子全日空ホテル  



 

－植樹祭関係－ 

第 64回全国植樹祭とっとりにて天皇皇后両陛下に球根を氷温貯蔵し開花調整したチューリップ“とっとり”

をご高覧いただく。               平成25年5月26日（日） 鳥取県鳥取花回廊 

レセプションでは二十世紀梨の枝木を氷温貯蔵し開花調整した二十世紀梨の花をご高覧いただく。  

平成25年5月25日（土） 鳥取県大山ロイヤルホテル 

植樹祭応援イベントにて氷温貯蔵白ネギPR販売(JA鳥取西部) 

平成25年5月26日（日） JR米子駅前広場  

－食博覧会－ 

2013 食博覧会・大阪の「日本の味覚館」鳥取県ブースにて氷温技術＆氷温食品を PR（出展：わったいな、㈱

ダイマツ、㈱鳥取県食、舶来亭、㈲前田水産、（公社）氷温協会）。氷温食品の試食販売、氷温ジェルアイスを用

いたクイズなどを行う。      平成25年4月29日（月）～5月 1日（水） 大阪府 インテックス大阪 

 

－海外関連の動き－ 

・韓国企業団氷温研修および氷温企業視察（視察先：氷温協会、㈱ダイマツ、高梁市、㈱鳥取県食、㈱サンテ 

ベール、㈲前田水産） 平成 25年5月、9月、10月、平成 26年1月、3月 

・台北駐日経済文化代表処 余吉政副代表へ氷温説明・丸京製菓㈱視察  

平成25年5月17日（金） 米子市 丸京製菓㈱ 

・ディーパ・ゴパラン・ワドワ インド駐日大使へ氷温説明 平成25年 6月13日（木） 

・台湾 李医学博士来社 平成 25 年7月22日（月） 

・エムケイ開発㈱ 河上社長、Pancho Enterprise Limited 西澤社長、日美食品貿易有限公司 久宗社長来社  

平成25年10月11日（金） 

・韓国 建國大學校 Byong-tae Jeon教授、Soo-Ki Kim教授、鳥取県地域振興部 小林農商工連携チーム長、 

鳥取県商工労働部 木村参事、前田課長補佐来社 平成26年1月23日（火） 

 

－教育関係－ 

第3回山陰しんきんビジネスフェア 平成25年11月7日（木） 
米子市 米子コンベンションセン

ター 
 

鳥取県ふるさと認証食品協議会へ出席 平成25年11月18日（月） 倉吉市 鳥取県中部総合事務所  

食のみやこ大漁収穫感謝祭 平成25年11月23日（土） 鳥取市 地場産プラザわったいな  

（公社）関西経済連合会メンバーシップ

部会にて講演 
平成25年12月11日（水） 大阪府 鳥取県関西本部  

2014スーパーマーケットトレードショー 
平成26年2月12日 （水） 

～14日（金） 
東京都 東京ビックサイト  

米子有機こだわり塾「オープン勉強会」

にて講演 
平成26年2月18日（火） 米子市 米子食品会館  

HCJ2014 
平成 26年 2月 19日（火）

～22日（金） 
東京都 東京ビックサイト  

第11回シーフードショー大阪 
平成 26年 2月 20日（木）

～21日（金） 

大阪府 大阪アジア太平洋トレー

ドセンター 
 

FOODEXJAPAN2014 
平成26年3月4日（火）～

7日（金） 
千葉県 幕張メッセ  

種  類 開催年月日 開催場所 備  考 

専修大学経営学部にて氷温講義 平成25年6月12日（水） 東京都 専修大学  

鳥取県立米子南高等学校商業科 3 年生 16

名来社 
平成25年7月25日 （木）   

米子工業高等専門学校インターンシップ

2名研修 

平成 25年 8月 26日（月）

～8月30日（金） 
  

鳥取県米子市立弓ヶ浜中学校1年生8名来

社 
平成25年10月28日（月）   



☆「平成25年度専門高校成果発表大会」にて氷温貯蔵ジャム販売：鳥取県立境港総合技術高等学校 

 

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 

氷温研究全国大会 

 

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25年10月23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  

鳥取大学医学部附属病院 

次世代高度医療推進センター  

医療機器部門長 特命准教授 植木 賢 氏 

テーマ「イマジン（今人）2050 日本が世界を

変える～発明による地域貢献を目指して～」 

学術研究および実用化事例発表 

「最新の氷温情報（公益法人として新たなスタ

ート、全国植樹祭にて天皇皇后両陛下にチュー

リップお披露目、海外への氷温普及など）」 

 コーディネーターによる氷温動向紹介 

「情熱から誕生した氷温熟成珈琲～鮮度の追

究と氷温技術との出会い～」 

キーコーヒー㈱     宗  威史 氏 

「氷温熟成が豚肉の脂質性状に与える影響」 

 鳥取短期大学      細見 亮太 氏 

「十日町産農産物の氷温熟成で究極の妻有舞

ブランドを目指す」 

 十日町農業協同組合    島田 勝広 氏 

「経営戦略の切り口～『氷温』の挑戦～」 

 ㈱BSO          鳥井 澄恵 氏 

「画像氷結点検出システムを用いたハンター

色値の取得」 

 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 

㈱BSO主催ベトナム訪問団 26名視察

研修会 

北東アジアフォーラムにて講話 

平成25年度中部セミナー 

氷温勉強会inいなば食品㈱ 

食品の「おいしさ」と「氷温」セミ

ナー 

平成25年7月26日（金） 

 

平成25年9月3日（火） 

平成25年11月19日（火） 

平成25年11月20日（水） 

平成26年1月28日（金） 

 

鳥取県米子市 ㈱氷温研究所 

 

韓国 春川市 

愛知県名古屋市 名古屋会議室東新町店 

東京都 いなば食品㈱ 

大阪府 大阪市立大学文化交流センター 

 

 

 

 

 

 

大阪樟蔭女子大学

准教授 安藤真美氏 

地域の産業界と学校のネットワーク会へ

出席 
平成25年11月25日（月） 

境港市 鳥取県立境港総合技術高

校 
 

平成 25年度ミドルリーダーステップアッ

プ研修にて講演 
平成25年11月26日（火） 東伯郡 水明荘  

鳥取県立高等学校家庭科研究会にて講演 平成25年11月28日（木） 倉吉市 倉吉交流プラザ  

鳥取県立米子白鳳高等学校 2 年生進路講

演会 
平成25年12月5日（木） 

米子市 鳥取県立米子白鳳高等学

校 
 

鳥取県立境港総合技術高校食品科2年生 

38名来社 
平成26年1月14日 （火）   

地域産業界と学校のネットワーク会議へ

出席 
平成26年1月20日（月） 

境港市 鳥取県立境港総合技術高

校 
 

鳥取県内小学校・中学校・高等学校・特

別支援学校5年経験者研修にて講演 
平成26年1月21日（火） 倉吉市 倉吉体育文化会館  

鳥取県三朝町立三朝南小学校 5、6年生来

社 
平成26年2月4日（火）   

「第二回低温・氷温研究会」開催 平成26年3月1日（土） 
米子市 中海テレビ放送センター

ビル 
 



平成25年度東京セミナー 

氷温勉強会in山陰合同銀行 

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2月19日(水) 

平成26年2月26日（水） 

平成25年6月17日（月） 

平成25年9月4日（水） 

平成25年12月6日（金） 

東京都 SIビル貸会議室 

島根県浜田市 山陰合同銀行浜田支店 

鳥取県西伯郡 リストランテ天空 

鳥取県米子市 舶来亭 

鳥取県米子市 海座 

 

 

 

５．主な取材など  

年  月 取  材  名 

平成２５年５月 

日本海新聞（チューリップ新品種「とっとり」氷温技術で開花調整） 

山陰中央新報（山陰の底力 鳥取発の貯蔵・熟成技術） 

日本海新聞、山陰中央新報など（植樹祭関連記事） 

６月 
日本海新聞（「氷温」の定着へ多角的活動に力） 

山陰経済ウイークリー（4月の公益法人移行報告 技術普及誓い功労者表彰） 

     ８月 中海テレビ「パルディア 大人の社会科見学」にて氷温協会紹介（鳥取県西部） 

     ９月 
日本経済新聞（コーヒー豆、氷点下熟成） 

日経MJ（うまみが増して柔らかく 「熟成」豚肉市場育つ） 

１０月 

日本海新聞（鳥取県内の食材 ブランド開発販路拡大学ぶ） 

日本海新聞（氷温技術を学び活用可能性探る） 

空調タイムス（氷温研究の全国大会開催） 

日本海新聞（米子で全国大会研究事例を発表） 

BSOの情報てんこもり（氷温フェスタ2013が開催されました） 

山陰中央新報（米子で全国大会 技術普及へ事例発表） 

山陰経済新聞（氷温全国大会開催） 

１１月 
日本経済新聞（写真は語る） 

山陰経済ウイークリー（米子で氷温研究全国大会） 

平成２６年１月 

日本海テレビ「2014新春～ふるさと山陰出会い旅～「トータルテンボスの1番（いっちゃん）コレクション」

（鳥取・島根） 

読売新聞（きらりとっとり） 

日本海新聞（氷温技術の特長つかむ） 

２月 
日経MJ（食品のおいしさ引き出す“氷温技術”） 

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（低温・氷温氷温研究会 食味向上など発表） 

日本食糧新聞（氷温食品普及に向けセミナー） 

☆平成25年5月31日 「食肉の基本」（おいしさを引き出す技術 氷温熟成が紹介）発刊 誠文堂新光社 

 

 

６．情報提供 

 １）氷温ニュースの発行  

      初夏号（No.１８３） 平成２５年 ５月３０日発行  A４ P１５   

    総会特集号（No.１８４） 平成２５年 ７月２２日発行  A４ P２２ 

       秋号（No.１８５） 平成２５年 ９月３０日発行  A４ P１３ 

    大会特集号（No.１８６） 平成２５年１１月３０日発行  A４ P２４ 

       冬号（No.１８７） 平成２６年 １月３１日発行  A４ P１６ 

       春号（No.１８８） 平成２６年 ３月３１日発行  A４ P１４ 

 

 ２）情報発信のビジュアル化  

  ○氷温協会公式facebookの開設。きめ細かな情報発信を行った。 

  ○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。トップページには最新認定情

報を新たに加えた。また、「氷温食品入門」など関連書籍のライブラリーページを新設。 

  ○「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。 

    

 

７．協会賞 

  平成 25年度協会賞各賞は、平成 25年 5月 30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 受賞者 推薦理由 

優秀技術賞 

（表彰盾） 

柴田 裕 氏 

キーコーヒー株式会社 

代表取締役 

 

 ハイレベルな氷温熟成珈琲の

開発に成功するとともに商品

の全国販売および店舗展開を

実現し、氷温商品の魅力を広く

知らしめた。 

実用化推進奨励賞 

（表彰盾） 

塚越 恒美 氏 

株式会社東京フード 

代表取締役 

 農産物において、氷温製法を

用いることにより、新たな付加

価値商品の開発に成功し、氷温

商品の市場を拡大した。 

優秀技術賞 

（表彰盾） 

鴨狩 弘 氏 

株式会社シェフミートチグサ 

代表取締役 

 

 氷温技術とスモーク技術の独

自組み合わせにより、ハム・ソ

ーセージ分野において比類な

い高品質商品を誕生させた。 

地域経済活性化功績賞 

（表彰盾） 

石川 祐介 氏 

株式会社石川そば製粉所 

代表取締役 

 

 氷温寒熟そばの商品化に成功

するとともに、日光手打ちそば

の会での氷温ブランド化を進

め、地域の活性化に大きく貢献

した。 

学術研究功績賞  

（表彰盾） 

山本 英樹 氏 

国立米子工業高等専門学校 

教授 

 多年にわたり氷温研究に携わ

り、新規氷温域センサの開発を

強力に推進するなど、学術部門

の発展に大きく貢献した。 

 

 

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 

カボチャの氷温適性調査 

シイタケの氷温適性調査     

長期貯蔵による遊離全糖の増加などを調査した 

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 

 

２）技術協力など 

  ○国からの委託を受けての九州産赤牛の品質調査 

  ○「2013食博覧会・大阪」にて氷温貯蔵白ネギの試食と氷温ジェルアイス実演  

平成25年4月29日（月）～5月 1日（水） 

○「食のみやこ大漁収穫感謝祭」での氷温ジェルアイス実演         平成25年11月23日(土) 

○関西を中心としたキーコーヒー㈱の展示会「KEY COFFEE SHOW 2013」～コーヒーという情熱～で、来場者

の氷温体感実験に氷温ジェルアイスを提供             平成25年 10月3日(木)～4日(金) 

 



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25年度は、認定委員会を 11回開催し、29アイテムを認定した。 

  氷温食品は累計658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 

㈱温泉町夢公社（兵庫県） 氷温熟成但馬牛 平成 25 年 4 月 15 日 

㈱ダイマツ（鳥取県） 白ねぎとさばの煮付 平成 25 年 4 月 15 日 

大和産業㈱（愛知県） 氷温熟成米 岩手県産ひとめぼれ 平成 25 年 4 月 15 日 

敷島製パン㈱（愛知県） ﾊ゚ ｽｺｽﾍ゚ ｼｬﾙｾﾚｸｼｮﾝ ｼー ﾄ゙ ﾌ゙ ﾗｳﾝ食ﾊ゚ ﾝ ３枚ｽﾗｲｽ 平成 25 年 5 月 20 日 

エムケイ開発㈱（鳥取県） 

氷温熟成 鳥取和牛 もも 

氷温熟成 鳥取和牛 ともばら 

氷温熟成 鳥取和牛 ロイン 

平成 25 年 5 月 20 日 

㈱みうらや（茨城県） 氷温熟成 骨まで柔らかいわし生姜煮 平成 25 年 7 月 4 日 

十日町農業協同組合（新潟県） 
妻有舞 氷温アスパラ 

妻有舞 春・夏氷温ネギ 
平成 25 年 7 月 4 日 

㈱大石（東京都） 氷温メキシカンポーク 平成 25 年 7 月 24 日 

十日町農業協同組合（新潟県） 妻有舞 氷温貯蔵スイートコーン 平成 25 年 8 月 8 日 

㈱東京フード（栃木県） 氷温白美人ネギ 平成 25 年 8 月 8 日 

㈱和晃（京都府） 氷温・京えくぼ 平成 25 年 9 月 11 日 

千代の光酒造㈱（新潟県） 氷温貯蔵 地上の星 平成 25 年 9 月 11 日 

㈱みうらや（茨城県） 
氷温熟成 骨まで柔らかさば味噌煮 

氷温熟成 骨まで柔らかさんまみぞれ煮 
平成 25 年 10 月 4 日 

㈱まるとみ吉川水産（北海道） 

氷温熟成一塩さんま 

氷温熟成一塩にしん 

氷温熟成塩さば 

氷温熟成秋鮭醤油みりん干し 

平成 25 年 10 月 31 日 

杉本食肉産業㈱（愛知県） 国産和牛黒毛ロース（サーロイン） 平成 25 年 11 月 29 日 

日本盛㈱（兵庫県） 

㈱鳥取県食（鳥取県） 
日本盛 氷温熟成米のお酒 平成 26 年 1 月 22 日 

舶来亭（鳥取県） 
氷温熟成無添加デミグラスソース 

氷温熟成無添加ハンバーグ 
平成 26 年 1 月 22 日 

㈲うなぎの井口（静岡県） 氷温熟成 うなぎの白焼 平成 26 年 2 月 25 日 

ヤマキ㈱（愛媛県） 調味だしパック 鰹だし 平成 26 年 2 月 25 日 

エムケイ開発㈱（鳥取県） 氷温乾燥熟成牛肉 平成 26 年 2 月 25 日 

東亜青果㈱（鳥取県） 氷温栗 平成 26 年 2 月 25 日 

 



10．平成 25年度 新入会員（22社） 

 

会社・団体名 住  所 業  種 

㈱青木商店 福島県郡山市八山田五丁目405番地 フルーツ加工品の製造販売 

㈲あぐり能登 石川県七尾市和倉町ひばり3丁目 3番1 米穀卸 

㈱あっぱれ本通り 鳥取県米子市夜見町3088 インターネット販売 

八海醸造㈱ 新潟県南魚沼市長森1051 酒の製造販売 

山陰建設工業㈱ 島根県出雲市神西沖町2334-3 しじみの販売 

千代の光酒造㈱ 新潟県妙高市大字窪松原656 酒の製造販売 

豊福 祥旗 岡山県勝田郡奈義町中島西1267 外食業（和牛） 

隠岐の島づくり㈱ 島根県隠岐郡隠岐の島町中村1541番地3 飛魚販売 

キムチ美人本舗㈱ 広島県福山市曙町5丁目3-12 キムチの製造販売 

小黒酒造㈱ 新潟県新潟市北区嘉山1丁目6番1号 酒の製造販売 

杉本食肉産業㈱ 愛知県名古屋市中区栄3丁目1番35号 食肉卸 

㈲うなぎの井口 静岡県浜松市浜北区平口253-1 うなぎの養殖販売 

エスペック㈱ 大阪府大阪市北区天神橋3-5-6 機器開発 

日本盛㈱ 兵庫県西宮市用海町4番57号 酒の製造販売 

サラマック貿易㈱ 
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目22-38 三洋

ビル5F 
輸出 

Hyo-on Korea 
102,9 Nonhyeon133-gil,Gangnam-gu,Seoul, 

Korea 
韓国での氷温普及 

㈱カニ倶楽部 鳥取県境港市京町152 カニの製造販売 

いなば食品㈱ 静岡県清水区由比北田114-1 缶詰の製造販売 

㈱あうら 青森県青森市大字幸畑2丁目6番10号 玉ねぎ生産販売 

農事組合法人おがも 鳥取県倉吉市小鴨977 農産物の生産販売 

㈱おいらせ大地 青森県十和田市大字米田字野月208番地2 ネギの生産販売 

㈱武蔵野ホールディングス 埼玉県朝露市西原1丁目1番1号 惣菜製造販売 
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