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第３０１８回例会 ２０１５年１０月８日
本日の卓話者ご紹介

株式会社不二家

工場次長

平塚工場

天 童 正 浩 様

卓 話
「不二家平塚工場・チョコレートについて」
株式会社不二家

工場次長

天

童

平塚工場

正

浩

弊社は 1910 年（明治 43 年）11 月に横浜・元町に
洋菓子店を開店させ創業しました。今年で創業 105 年
となります。事業は大きく洋菓子部門と菓子部門の２部
門に分かれています。洋菓子部門では洋生菓子（ケーキ
等）
を中心に生産から自社店舗での販売を行っています。
平塚工場が属する菓子部門はコンビニ、スーパー等で
販売されている菓子を生産し流通・小売りに販売してい
ます。菓子部門は３ヵ所に工場があります。一つは静岡
県裾野市にある富士裾野工場です。富士裾野工場では焼
菓子とキャンディを生産し、主製品はホームパイやミル
キーとなります。もう一つは神奈川県秦野市にある秦野
工場です。秦野工場も焼菓子とキャンディを生産し、主
製品はカントリーマアムやポップキャンディ等になります。
平塚工場は 1959 年（昭和 34 年）に現在の平塚市西
八幡でチョコレート工場として操業を開始しています。
今年で創業 56 年となりました。チョコレートの専門工
場です。主原料のカカオ豆からチョコレート生地を生産
し、成型から包装までを行い製品に仕上げています。ま
た、弊社の洋菓子店舗で販売されている洋菓子（ケーキ
等）に使用しているチョコレート等も含め、不二家商品
に使用されているチョコレートは、ほぼ全てが平塚工場
産になります。

＜出席報告＞

グランドホテル神奈中

週報第３０１８号

平塚工場の生産品目はチョコレートのみで、生産量は
2014 年の年間実績で約 14,000 トンとなりますが、年
間の中で繁閑の差が非常に大きいことがチョコレート
専門工場の特徴となります。閑散期（６月）は月産約
750 トンとなり、繁忙期（12 月）の月産は約 1,650 ト
ンとなります。夏場は需要が減りますので５月～７月の
生産が減少し、秋以降は気温も下がるため、チョコレー
トの需要も増え、またバレンタイン商品の生産が始まる
ことが要因です。
チョコレートの主原料であるカカオ豆のお話をさせて
頂きます。カカオ豆は赤道の上下 20 度前後という限ら
れた地域での生産になります。アフリカ、中南米、アジ
ア・オセアニアの国々が原産国となります。世界的に見
ますと生産量はアフリカのコートジボアールが１位とな
りますが、一方で日本でのカカオ豆の輸入量はアフリカ
のガーナが１位となり、また他社ではありますが、チョ
コレート商品で「ガーナ」という商品名もあることから、
日本人のカカオ豆に対するイメージは「ガーナ」の印象
が強いと思われます。平塚工場では、アフリカのガーナ
産、中南米のエクアドル産、ドミニカ産のカカオ豆をブ
レンドして使用しています。近年、カカオ豆は高騰して
います。2013 年と 2015 年のキロ単価を比較すると約
1.5 倍に値上がりしています。主な要因は中国やインド
といった人口大国の需要が急激に増加したことと、カカ
オ豆は農産物ですので需要に合わせた増産ができないと
いったことが要因と言われています。
最後になりますが、弊社の社是『愛と誠心と 感謝を
こめて お客様に愛される 不二家になります』を念頭
により良い品質の商品をお客様にお届けするため、日々
努力をして参ります。
卓話者プロフィール
氏名：天童 正浩 （てんどう まさひろ）
年齢：49 歳
職歴：1984 年 4 月 株式会社 不二家 平塚工場
入社
1991 年 9 月 不二家人事部
1999 年 9 月 平塚工場製造課
2008 年 9 月 平塚工場生産管理課
2009 年 4 月 平塚工場経理課長
2010 年 3 月 平塚工場総務人事課長
2015 年 9 月 平塚工場工場次長兼総務人事課長

本 日10月 8日 会員数 60名 対象者 57名 出席者 45(42)名 出席率 70.00％
前々回 9月24日 会員数 60名 対象者 57名 出席者 44(44)名 出席率 73.33％ MUP 2名 計 46名 修正率 76.67％

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
◦社会奉仕委員会 原田伊三郎委員長
『よい音楽に親しむ会』について、当日の流れと演奏
者のプロフィールを配布致しました。
◦ 10/19（月）例会後、江南交通のタクシー乗合いで、
平塚市中央公民館に移動して頂きます。
◦ 14：00 の開演までに、ロータリーからの参加者は全
員が入場を終わらせてください。
◦大住学区（大住中学校、岡崎小学校、城島小学校）か
ら教職員を含め 506 人のご参加（保護者の参加は無
し）です。
◦今年の演奏者は平塚フィルハーモニー管弦楽団が選抜
する「平塚シンフォニエッタ」13 名（プロフィール（抄）
参照）
。
◦演目はモーツアルトのアイネクライネナハトムジー
ク、ビバルディの四季、
（各 1 章のみ）などなどです。
皆様のご協力をお願い申し上げます。
◦会員増強委員会 柏手 茂委員長
常盤会長の目標の一つ “60 周年に向けて会員拡大 ” の
ため、
皆様から会員候補のご紹介をいただければと
「推
薦シート」をお配りしました。ご理解・ご協力を賜り
たくよろしくお願い申し上げます。
◦地区公共イメージ委員会 柏手 茂委員
End Polio Now 活動を広く知っていただくために、公
共の行事にも着用できるＹシャツを作製しました。限
定 600 枚の販売です。10 ／ 25（日）の地区大会に
先駆けてクラブ内で販売致します。
ご希望の方は本日お配りした用紙でお申込みくださ
い。ご協力よろしくお願い申し上げます。
◦スマイルボックス委員会 関口幸恵委員長
８月のスマイル大賞の発表です。
◇成瀬正夫会員 タイガースの異変にだまされて卓話を
受けてしまいました。案の定２連敗し
てしまいました。卓話が心配です。
◇福山 駿会員 卓話をたのまれました。
つらいです。
眠って下さい。
＊お二人とも折に触れスマイルボックスに多大なる貢
献をしていただいております。感謝のスマイル大賞
です。

◎第５回地区青少年委員会／アクターズミーティング
日 時：10 ／ 10（土）
13:00 ～委員会
14:00 ～ 16:20 アクターズミーティング
会 場：第一相澤ビル６F
＊豊川忠紀地区委員・飯塚和夫 IA 委員長が出席します。
◎ 11 ／５（木）の例会卓話は米山記念奨学生の丁 云舒
（テイ ウンジョ）さんに決定しました。
国籍は中国、慶応義塾大学に在籍です。
◎ 2014-15 渡辺年度入会『新会員同窓会』のご案内
今月末開催「地区大会」にて昨年度入会された会員の
方の『新会員同窓会』を開催致します。
本会議場・大懇親会に特別ブースを設置しております
ので、受付を済ませられたら是非お立ち寄りください。
（６名の皆様にはお知らせ済みです）
◎ 2014-15 年度地区資金会計報告を回覧しています。
◎ 2018-19 年度ガバナー・ノミニー候補者提案に関す
る告知
標記年度の候補者として最適任の会員を 12 ／７（月）
12:00 までにガバナー事務所までご提出下さい。
◆必要書類
１ クラブ会長・幹事の署名のある提案書
２ クラブ幹事によって証明されたガバナー・ノミ
ニーに推薦というクラブ決議
３ 候補者本人の履歴書

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎「関東・東北豪雨」災害義援金の協力依頼
先週 10 ／ 1 例会時に募金のご協力いただき、41,000
円集まりました有難うございます。
◎第 49 回神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）
のご案内
日 時：11 ／ 10（火） 9:30 集合
16:00 パーティ
18:00 解散
会 場：湘南ローンテニスクラブ （茅ヶ崎市香川）
参加料：ロータリアン
7,000 円
ご家族・ゲスト 5,000 円
（パーティー費まで含む）
締 切：10 ／ 30（金）
＊お申込みの方は事務局までどうぞ。
◎クラブ研修リーダーセミナー
日 時：11 ／ 18（水）
13:30 ～登録／ 14:00 ～開会
会 場：藤沢商工会館 ミナパーク
＊清水孝一会長エレクト・桐本美智子研修リーダーが
出席します。

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
１０月２２日（木）→１０／１９（月）
『よい音楽に親しむ会』
（大住学区の小中学生対象）
昼食・事務連絡後、平塚中央公民
館にて開催
２９日（木）→１０／２５（日）
地区大会に振替
場所：茅ヶ崎市民文化会館大ホール
１１月 ５日（木） ロータリー米山奨学生卓話
丁 云舒（ティ ウンジョ）様
慶應義塾大学在籍・中国
１２日（木） ㈱エル・スポルト代表取締役社長
李 国秀様
読売クラブ・全日空などでプ
レーされたサッカー選手
１９日（木） 夜間例会 18:15 ～ 19:30
IM 実行委員会 委員長
小玉秀秋様（平塚西 RC）

クラブ会報委員会

◎西村裕子

○北本省三

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

＜ゲ
ス
＜ゲスト＞

ト＞

＜ビ ジ タ
＜ビジター＞

ー＞

２名
鈴木忠治・柏手

茂

粟野

裕

会員

１１名
２名
㈱不二家平塚工場 工場次長
天童正浩様（卓話者）
横浜銀行平塚支店 支店長
菅原喜幸様
0名

＜市 内 例 会 変 更＞
柏手

茂

現在ございません。

葛西

敬

藤田明嗣

