
平成 28年度事業実施詳細 

 

登録会員数移動状況 

  会員 

   平成 28年 4月 1日 77社    

   平成 29年 3月 31日 82社［退会１社、新規入会 6社］ 

  賛助会員 

   平成 28年 4 月 1日   5社 

   平成 29年 3 月 31日   6社［退会１社、新規入会 2社］ 

   名誉個人会員 

   平成 29年 3 月 31日   11 名 

    個人会員 

   平成 29年 3 月 31日   2名［新規入会 2名］ 

 

平成 28年度実施した諸事業、集会の状況 

  総会                  1回 

   包装界合同新年会           1回 

諸事業  

   会報“食包協”ホームページ発行   4回 

   食品包装シンポジウム         1回 

   食品包装人材育成研修(2回・3日間) 2回（今年度より［初級］、［中級］） 

   食品包装技術セミナー(前期・後期) 2回 

   研究例会               4回 

   見学会                 1回 

   勉強会                2回 

集会 

理事会              2回 

   常務理事会            適宜実施 

   運営委員会            適宜実施（年 2回定例理事会 他会議を含む） 

   広報企画委員会（５回）、シンポジウム・勉強会・見学会企画委員会（8 回）、セミナ

ー・研究例会企画委員会（4回）、人材育成・検定企画委員会（4回）、  計 21回 

      

平成 28年度通常総会及び記念講演 

日 時：平成 28 年 5月 10日（月）10:00～12:00 

場 所：㈱印刷会館会議室 



通常総会（10:00～11:00）、記念講演・石谷理事長（11:00～12:00） 

出席者：委任状含めて 67名（会員総数 82社）過半数で総会成立 

議 事：小国副理事長が議長に選任され、議事録署名人に、㈱吉野工業所  浅利勉

氏、味の素㈱  水野公備氏が指名された。 

  第１号議案：平成 27年度事業報告及び平成 27年度収支報告 

  第 2号議案：平成 28年度事業計画（案）及び平成 28年度収支予算（案） 

  第 3号議案：役員の一部移動について 

  第 4号議案：その他報告事項について 

     各議案とも満場一致で原案通り承認された。 

    記念講演：石谷孝佑理事長 

「青果物鮮度保持包装の日本とタイ、フィリピン、ラオス」 

 

食品包装シンポジウム（第 50回） 

  日 時：平成 28年 10月 20日(木)9:30～16:45 

  場 所：北区王子・北とぴあ   

 参加者：20名(他 招待 17名) 

  題 目：食品包装の羅針盤「生活者インサイト・イノベーション」 

       ～ホンネで動くホントの生活者の秘密を解き明かす～ 

  コーディネーター 

ジェイパックワールド株式会社     社長      宝坂 健司 氏  

 

演題・パネリスト  

○［共感力］あるパッケージとは？ 

キリンビバレッジ株式会社 マーケティング本部 

                    部長代理   瀧澤 奈美 氏 

      ○情報を「わかりやすく」伝えるために 

           （社）ユニバーサルコミュニケーション・デザイン協会 

                          事務局長   三村 一夫 氏 

      ○森永製菓（株）「１チョコ for１スマイル」の取組みに関して 

           森永製菓株式会社 菓子食品マーケティング本部    

           チョコレートカテゴリー    マネージャー 八木 格 氏  

   

      パネルディスカッション 

       上記 3名に加え（社）日本食品包装協会 理事長 石谷 孝佑氏が参加 

 

 



食品包装人材育成講座 

   ［初級］ 

 日 時：平成 28年 9月 7日(水)・14日(水)・21日（水）の 3日間 

  場 所：北区王子・北とぴあ   参加者：34名 

  内 容：講師 9名による食品包装関連初級講座 

      9月 7日講義終了後、講師・聴講者との懇親会を実施した 

 

  ［中級］ 

  日 時：平成 28 年 12月 7日（木）・15日（木）、22日（水）の 3日間 

  場 所：北区王子・北とぴあ   参加者：21名 

  内 容：講師 9名による食品包装関連中級講座 

      12月 7 日講義終了後、講師・聴講者との懇親会を実施した。 

         

 

食品包装技術セミナー（前期） 

日 時：平成 28年 7月 20日(水)13:20～16:45 

場 所：北区王子・北とぴあ 

参加者：21名  

テーマ【環境負荷低減に向けて】 

  技術講演Ⅰ「環境ラベル”エコマーク“と容器包装」 

  公益財団法人 日本環境協会 

エコマーク事務局    課長  藤崎 隆志 氏 

        技術講演Ⅱ「DNP植物由来・バイオマテック」 

  大日本印刷株式会社 包装事業部 技術開発本部 

               製品開発部 第３課     武田 淳彦 氏      

      技術講演Ⅲ「セルロースナノファイバー/リグフェノール」 

複合素材の誘導とその機能 

                       国立大学法人 三重大学 社会連携研究センター 

               名誉教授、特任教授    船岡 正光 氏   

                          

 食品包装技術セミナー（後期） 

日時：平成 29年２月 22日（水）13:20～16:40 

場所：北とぴあ 

参加者：46名  

       技術講演 Ⅰ：「透明ハイバリアフィルムの最新動向」 

              凸版印刷株式会社 生活・産業事業部  



バリアフィルムセンター事業企画本部 

              販売促進部  部長 山本 俊巳 氏 

技術講演 Ⅱ：「DNP植物由来包材・バイオマテック」 

大日本印刷株式会社  

包装事業部 技術開発本部  

製品開発部 第３課    武田 淳彦 氏 

技術講演 Ⅲ：「活発な世界の食品包装事情」       

住本技術士事務所 

                     所長    住本 充弘 氏 

 

研究例会 

４月度研究例会 

    日 時：平成 28年 4月 27日（水）13:25～16:45 

     場  所：北とぴあ 

     参加者：35名 

*製品紹介Ⅰ：『UD 及び環境に配慮した新詰替え容器「ラクラクパック」の開発』 

  花王株式会社 包装容器研究所 

           グループリーダー    岩坪 貢 氏   

*製品紹介Ⅱ：『ユーザービリティを向上させた軽量大型 PETボトルの開発について』  

             キリン株式会社 R＆D本部 

                ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ技術研究所   小池 大輔 氏 

*技術講演Ⅰ：『環境対応包材としての中本の提案』  

          中本パックス株式会社 プロダクト事業本部 

    営業事業部 関西営業部  執行役員   笹内 克郎 氏 

*技術講演Ⅱ：『DLCコーティング技術によるガスバリア性 PETボトルの開発と実用化』 

              三菱樹脂株式会社 

                 包装容器事業部       鮫島 拓也 氏 

キリン株式会社 R＆D本部 

                 パッケージング技術研究所  加藤 克哉 氏 

    

  ６月度研究例会 

日 時：平成 28年 6月 22日（水）13:25～16:45 

     場  所：北とぴあ 

     参加者：18名 

*製品紹介Ⅰ：『食品微生物検査の負荷を軽減 DNP微生物検査用 



フィルム培地 Medi・Ca』のご紹介 

    大日本印刷株式会社 包装事業部 

      技術開発本部 基礎開発部 リーダー   京谷 均 氏 

*製品紹介Ⅱ：『偽造防止キャップ』のご紹介      

           東洋製罐グループホールディングス株式会社  

           綜合研究所 第四研究室  主任研究員  清水 博長 氏 

*技術講演Ⅰ：『幸せな食卓のために』  

         株式会社 イシダ 

           SE部兼システム部     部長     高須 直喜 氏 

*技術講演Ⅱ：『食の安全・安心』への履歴管理 

ICT/RFID技術を活用した「食の安全・安心」への取組 

         凸版印刷株式会社 生活産業事業本部 

          パッケージソリューション事業部 部長  松本 博 氏 

         凸版印刷株式会社 情報コミニュケーション事業本部   

          セキュアビジネス推進本部    部長  藤田 憲裕 氏 

    

11 月度 研究例会  

日 時：平成 28年 11月 25日（水）13:25～16:45 

     場  所：北とぴあ 

     参加者：57名（招待 13名）  

      ◇製品紹介：Ⅰ 種々の用途展開の可能性を持った 

二軸延伸 PBTフィルム「ボブレット」の紹介  

             興人フィルム＆ケミカルズ株式会社 

              八代工場  研究部        永江 修一 氏 

      ◇製品紹介：Ⅱ 酸素吸収性包材「OXYDEC」 

             東洋製罐グループホールディングス株式会社 

              綜合研究所   副主任研究員   太田 芳弘 氏 

◇技術講演：Ⅰ HPデジタル印刷最新技術と 

            新「HP Pack Ready」ソリューション 

              株式会社 日本 HP デジタルプレス事業本部 

             ラベル＆軟包装技術マネージャー  土田 泰弘 氏 

◇技術講演：Ⅱ ポリマーブレンドによる無延伸フィルムの開発 

         （イージーオープンフィルムおよびレトルト食品包装用フィルム） 

            東レフィルム加工株式会社  

               フィルム包装材料技術部  部長 松浦 洋一 氏 



 

1 月度 研究例会 

日 時：平成 29年 1月 25日（水）13:25～16:45 

     場  所：北とぴあ 

     参加者：37名（招待 14名） 

◇製品紹介：Ⅰ オリジナルのお菓子を使った新しいコミュニケーション 

           「お菓子プリント/しゃべるお菓子」のご紹介 

                  森永製菓株式会社  新領域創造事業部    

                        アシスタントマネージャー   渡辺 啓太 氏 

◇製品紹介：Ⅱ 家庭用ラップフィルム 

               ニュークレラップ（NKW）のカートン開発 

                  株式会社 クレハ  樹脂加工事業所 

技術開発グループ        細田 友則 氏 

◇技術講演：Ⅰ 演題―１ 環境に優しい紙製バリア素材 

            「シールドプラス」について 

             日本製紙株式会社  企画本部 

               パッケージング・コミュニケーションセンター 

               企画開発    調査役     内村 元一 氏 

            演題―２ 口栓付き新形状容器のご提案 

              日本製紙株式会社  紙パック事業本部  

               紙パック営業１部  部長代理  田坂 聡 氏 

◇技術講演：Ⅱ テトラ・リカルトの海外実績と消費者ニーズの動向 

               日本テトラパック株式会社  テトラ・リカルト担当 

                ビジネス開発マネージャー   坂尾 伸一 氏 

 

勉強会 

☆第一回 日時：平成 28年 8月 23日（木）15:00～17:30 

場所：(株)精工 会議室 

参加者：19名 

講演：「成熟市場における市場創造型マーケティングへの取組み」 

       ～「鮮度の一滴」をテーマに～ 

     ヤマサ醤油株式会社 マ－ケティング部  

      部長    藤村 功 氏 

       後 全員参加による懇親会開催 

 

 



☆第二回 日時：平成 29年 3月 17日（水）15:00～17:30 

場所：(株)精工 会議室 

参加者：20名 

講演：「ロッテアイスの商品開発事例について」 

食農連携コーディネーター  渡邉 和寛 氏 

（前 ロッテ・パッケージ・デザイン企画部） 

  

見学会   

     日 時：平成 28年 11月 11日(水)8:20～18:00 

     場 所：キユーピー富士吉田工場 

         ディスペンパック富士吉田工場 

     参加者：47名  

             

FOODEX JAPAN2017 出展 

日 時：平成 29 年 3 月 7～10 日（ 於 幕張メッセ） 

  出展協力企業 ：①東洋製罐グループホールディングス㈱、東罐興業㈱       

          ②ハウス食品グループ本社㈱、東洋製罐㈱、凸版印刷㈱ 

          ③藤森工業㈱、藤森産業㈱ 

 

 

食品包装検定・初級 

第一回 

     日時：平成 28年 7月 15日（金）午前 10:30～12:00 

                                         午後 13:30～15:00 

           場所：（株）精工  会議室 

      参加者：午前 14名 

          午後 13名(1名欠席) 

      合格者：21名（合格率 78％） 

            食品包装検定認定証  授与 

フードパッケージ・メイト≪初級≫ 

       受験者全員に会員各社（8社）より寄贈いただいた商品を 

       お土産（パッケージサンプル）として配布。 

第二回      

     日時：平成 29年 3月 29日（水）午前 10:30～12:00 

                                         午後 13:30～15:00 

           場所：（株）精工  会議室 



      参加者：午前 11名 

          午後 10名      合格者：15名（合格率 71％） 

            食品包装検定認定証  授与 

フードパッケージ・メイト≪初級≫ 

 

  以上 

 


