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第３００７回例会 ２０１５年７月２３日

グランドホテル神奈中

週報第３００７号

材にある好ましくない風味を矯正する「風味矯正（マス

本日の卓話者ご紹介

高砂香料株式会社 平塚工場
工場長 伊 藤 裕 司 様

キング）」、食品が持つ香りの強化および減少や変化の補
香「強化・補香」があり、美味しい食品を作る上で欠か
せないものになっています。
食品香料（フレーバー）が使われている製品には、飲
料（スポーツドリンク、炭酸飲料、珈琲飲料、果実飲料
等）、デザート（アイスクリーム、ヨーグルト、プリン、
ケーキ等）、お菓子（チューインガム、キャンディ、チョ
コレート、クッキー等）
、油脂（マーガリン、ショート
ニング等）、調理関係（ラーメンスープ、ドレッシング、
カレー、シチュー等）、嗜好品（タバコ等）などがあり、

卓 話

食品に関わる幅広い分野で使われています。
この様に皆様が日頃食べている食品には多くの香料が

「香について」
高砂香料工業株式会社
工場長

伊

藤

平塚工場

裕

司

弊社の社名であります高砂香料工業株式会社の「香料」
とはなんでしょうか？

身近で使っている言葉ですが、

良く「何を作っている会社ですか？」と聞かれます。そ
こで今回は「香料」についてお話をさせていただきたい

とにより、皆様の彩り豊かな食生活のお役にたっています。
「香粧品香料（フレグランス）」
皆さんは、お風呂での石鹸やシャンプーの匂いは好き
ですか？
か？

良い香りのするタオルが好きではありません

お部屋に良い香りがする芳香剤はありますか？

香粧品メーカーを通して市場に発信される私達の「香
り」は “ 彩り豊かな生活 ” を作り上げる大切な要素となっ

と思います。
「食品香料（フレーバー）
」
皆さんは「香りのない」食べ物や飲み物を想像したこ
とがありますか？

使われていて、安定した美味しい食品を市場に届けるこ

お店から匂う美味しそうな香りに引

かれ、思わず足を止めてしまったことはありませんか？
食品メーカーを通して市場に発信される私達の「香り」

ています。高砂香料は、メーカーを通して皆様のお宅に
良い香りを届けています。
フレグランスが使われている製品には、香粧品（香水、
オーデコロン、化粧品、整髪料等）、トイレタリー（シャ
ンプー、コンディショナー、石鹸、ボディーシャンプー、

は “ おいしさ ” を作り上げる大切なものなのです。皆さ

浴剤等）
、ハウスホールド（洗濯用洗剤、柔軟剤、食器

んの好きな製品の商品表示を見てください。きっと「香

用洗剤、トイレ用洗剤等）
、芳香剤（液体・ジェル・ス

料」という文字を見つけられるはずです。

プレー芳香剤、キャンドル、線香等）などがあります。

食品に使われる「食品香料」の役割とは、①香りがほ

フレグランスは香水に代表されるように、商品の付加

とんどない食品素材に付与する「新規着香」
。②食品素

価値を上げ高級感をもたらす効果があります。トイレタ

＜出席報告＞

本 日 7月23日 会員数 58名 対象者 55名 出席者 42(39)名 出席率 72.41％
前々回 7月 9日 会員数 58名 対象者 55名 出席者 41(39)名 出席率 71.39％ MUP 3名 計 44名 修正率 77.19％

リーやハウスホールドなどの製品は機能だけでなく香り

1984年４月

による商品の差別化を図り、その機能やコンセプトを助

高砂香料工業株式会社
国際部

長することに役立っています。

1989年７月

この様に「香料」とは食品に使われる「食品香料（フ

韓国・台湾担当

高砂シンガポール

リージョナル

セールスディレクター

レーバー）」と食品以外に使われる「香粧品香料（フレ

2001年９月

グランス）」の二つに分けることが出来ます。これは法

高砂香料工業株式会社
フレグランス販売部部長

規制が異なるためで食品香料は食品衛生法（国内）に基

2007年４月

づき各種規制に則り香料を製造しており、香粧品香料は

高砂香料工業株式会社
名古屋支店長

薬事法・化審法（国内）および世界では自主規制 IFRA/

2013年12月

RIFM の規制に則り香料を製造しています。

高砂香料工業株式会社
平塚工場

工場長

香料とは、一般的に動植物などから得られる物質や、
香気を有する化合物を合成して作られた原料を混合した
揮発性の液体のことを言います。香料の原料は植物から

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞

抽出・蒸留・浸出・圧搾などから得られた物や、動物の

◎今年度の地区大会は、10 月 24 日（土）会長・幹事会

分泌物などから抽出した物があり、これらを称して「天

が大磯プリンスホテルにて、10 月 25 日（日）本会議

然香料」と言います。石油や植物（樹脂や油、繊維等）

は茅ヶ崎市民プラザにて開催されます。

から化学反応で得られた原料を「合成香料」と言い、こ
れら「天然香料」と「合成香料」を調合して得られた物

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

が「調合香料」として製品に使われます。

３名

片野之万・清水孝一・柏手

茂

会員

この様に皆様の生活を豊かにするために高砂香料工業
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

株式会社は日々努力をして参ります。

＜ゲスト＞
＜ゲ
ス

「高砂香料工業株式会社」

１１名

ト＞

３名

設

立：1920 年（大正９年）２月

伊藤裕司様（卓話者）

業

種：フレーバー、フレグランス、アロマケミカル、ファ

総務部

日下

総務部

石田 洋子様

インケミカルの製造販売
拠

くさか

＜ビ ジ タ
＜ビジター＞

ー＞

１名

従業員数：3,173 名

杉本行廣様（茅ヶ崎 RC）
＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞

「平塚工場」
設：1947 年（昭和 22 年）３月

８月２０日（木） 卓話予定

製造品：フレーバー（3,500t ／年）
、フレグランス（2,300t

２７日（木）→８／２８（金）

／年）
面

隆様

点：
（販売・研究 12・製造 25）世界 28 ヶ国、世
界 52 拠点、日本 25 ヶ所

開

たかし

『湘南ひらつか花火大会』見学家族例会
９月

積：49,200㎡

３日（木） 平塚商工会議所青年部（平塚 YEG）

従業員数：173 名

会長

佐野成良様

１０日（木） ロータリーの友地区代表委員
桐本美智子会員
卓話者プロフィール
い

とう

ゆう

氏

名：伊

年

齢：61 歳

職

歴：1976年４月

１７日（木） 夜間例会
じ

藤 裕 司

吉野龍彦様（平塚湘南 RC 会長）

様

高砂香料工業株式会社入社
フレーバー営業部

1979年４月

レーベン㈱代表取締役

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞
平塚南

8/28 ㈮ 夜間例会（花火大会見学会）18:30より

高砂香料工業株式会社
フレグランス販売部

クラブ会報委員会

◎西村裕子

○北本省三

柏手

茂

粟野

裕

葛西

敬

新会員

