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企業の責任と IR
「光陰矢の如し」と言いますが、 2006 年に寄稿し早 7 年の年月が過ぎようとし
ています。
思い返せば 7 年前は、 当社株式の上場準備を進めており、 その後 2007 年 10 月
にJASDAQ（現東京証券取引所ジャスダック）市場に上場を果たすことができまし
た。 上場に際しては役職員が一体となり一つの目標に向かって努力したことに加
え、 投資家や取引先、 銀行、 証券会社などあらゆるステークホルダーのご支援、
ご協力があったことで達成できたと言えます。
上場前と上場後で 大き く 変わ っ た こ と の 一つ に「IR（イ ン ベ ス タ ー ズ リ レ ー シ ョ ン ズ：Investors
Relations）」というものがあります。 IRとは「資本市場から企業が作り出す付加価値に見合った評価を受
けるための経営情報の提供活動」と定義できます。 株式の売買は、 いろいろな考え方（投資の基準）を持
つ人で成り立っており、 株価とはいろいろな「モノサシ」
（投資基準）を持った人の考えが均衡した時点の
価格です。 株式市場の中で株式を売買している人が自分の投資基準で売買の判断が正しくできるように、
株式を発行している企業（上場会社）は、 自社の経営情報を平等に常に同じ態度で発信する必要があり、
その責任を負っています。
IRとPR（パブリックリレーションズ：Public Relations）、似ているようでも性質は異なります。IRは、
企業の相対的価値を極大化することを最終目標にしています。 その定理に向けてIRは、 ステークホル
ダーのなかでも株主や投資家に対して、 説明会などを始めとした積極的な情報提供を行うことで、 企業
活動に対する理解を深めてもらうことを目的としています。 一方、 PRは、 自社の製品やサービスをよ
り多くの顧客に購入してもらうための販促活動であります。
PRは、 メリットを受け手にわかりやすくいいイメージを持ってもらうように行われますが、 IRは、
利害関係者の求める情報をたとえ企業に不利な情報であっても提供して信頼関係を築くためのものです。
投資家や株主が利益のためだけに参考にするものではありません。 いわば、 資本市場における公正な企
業価値を知るための資料といったところでしょうか。
理想的なPRは、 企業に利益をもたらすものですが、 理想的なIRは少し方向性が異なります。 それぞ
れのステークホルダーが求める情報を最適なタイミングで提出することに尽きます。 短期の見通しや中
長期的なビジョンを持っているかどうかは、 その企業の経営理念をも問われているのです。 特に、 昨
今の金融市場では、 将来性を含めたIRでないと、 資料として通用しません。 相対的な関係から市場型
へ移行し、 企業の価値にも変化が表れてきたといえるのではないでしょうか。
私事で恐縮ですが、 私は自らの経営感覚を養うとともに、 株価の変動要因を肌で感じる目的で、 複
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数銘柄の株式投資を行っています。 売買をしようとする時一番知りたいのは、 この会社はどのようなビ
ジョンを持っているのだろうか、 ということです。 つまりその会社は中長期的にどういう方向に進もう
としているのだろうかということです。 立場を変えて考えると、 当社の株式を売買しようとする株主や
投資家の方は、 野村マイクロ・サイエンスは今後のビジョン､つまり会社の未来についてどのように描い
ているのだろうと考えることでしょう。
上場会社としての社会的責任はもちろんですが、 会社の将来に対する説明責任をおろそかにしている
企業は、 IRへの信頼を損ない、 長い時間をかけて構築してきた企業のブランド価値が崩れた例は枚挙に
暇がありません。 そして、 崩れてしまったものを元に戻すのには、 大変な手間と資金、 時間が必要に
なります。 失った信頼を取り戻すには内在する問題の先送りではなく、 積極的なIRを継続し会社の健全
な発展を確たるものとすることが、 最善の策と言えるのではないでしょうか。

野村マイクロ・サイエンス株式会社
代表取締役社長
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FOOMA JAPAN 2013（国際食品工業展）報告
FOOMA JAPANが去る 6 月 11 日（火）～14 日（金）の日程で、 東京ビッ
グサイトにて開催された。 今回のFOOMA出展については、 昨年の幹事会
で提案され、 1 小間ではあるが試しに参加する運びとなった。 試しという
のは、 FOOMAでの客層や当会への反応を確認するという意味である。 昨
今の展示会は開催期間が 3 日間というのが多いが、 FOOMAは 4 日間であり、 通しで担当する者にとっ
ては少しハードである。 ブースは基礎小間に、 必要な展示台やスポットライトなどの備品をレンタルし、
装飾業者を入れないで行った。
全体のレイアウトは、 当会が出版している書籍の販売を中心に、 壁面にパネルを展示するというシン
プルなものであった。 初日（11 日）の書籍の売上が 3 冊と振るわなかったため、 やはりインターアクア
などの展示会と比較して客層が違うし、 当会については興味の対象外かな、 と思った。 しかし、 2 日
目からは売上が向上し、 最終的には売上書籍数 47 冊、 売上金額￥ 86,200 となった。 入場者の心理と
いうのは微妙なもので、 見本誌を見る時点で、 当会の担当者が近くに（目の前に座っているなど）いる

ブース内風景１

ブース内風景２

場合は、 じっくりと見る事が出来ないためか売上が伸びない。 当方が少し離れて雑談などをしていると、
“これ買います！”などと一度に 5 冊ほど購入していく来場者も複数見られた。 何が良くて何が悪いか
は、 はっきりと断言出来ないが、 今回はそのような傾向が見られた。 確かに、 デパートなどでネクタ
イなどを選ぶ時も、 店員があれこれ世話をやきすぎると、 買う気が失せるという事がある。 当会のブー
スへの訪問者は、 ほとんどが書籍の購入者であり、 集まった名刺の数が 20 枚ほどであった割には売上
が伸びたと思う。 確かにFOOMAは、 他の展示会に比べ、 規模が大きく東 1 ホールから東 6 ホールまで
を使って行われるが、 その膨大なブースの数の中で、 当会の 1 小間に出会う確率はかなり低いものであ
ろう。 FOOMA事務局の発表によると、 初日（11 日）の入場者は 19,098 人、 2 日目（12 日）24,590 人、
3 日目（13 日）25,344 人、 最終日（14 日）25,055 人で計 94,087 人となっている。 この数字は、 確かに
人気の高さを示しているし、 出展する側も、 ブースが一杯でなかなか受け付けてもらえないという話も
聞く。 当会の出展については、 結果的に良い数字が残ったが、 次回（来年）は、 もう一度熟考して出展
を考えたいと思う。 今回、 交代でブースを担当していただいた、 幹事会スタッフ、 広報委員会スタッ
フには改めて御礼申し上げます。
〈事務局長

卜部

兼好〉
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会員交流会2013
去る 6 月 26 日（水）に会員交流会が東京都立産業貿易センター（浜松町館）にて開催されました。 昨年
はシンポジウム開催の年でもあり、 会員交流会は行われず、 2 年ぶりの開催となりました。 最終的には
参加者 53 名と盛況でしたが、 梅雨のシーズンでもあり、 当日も足元が悪い中、 多くの会員に参加いた
だいた事は本当にありがたいと思っております。 この場を借りまして御礼申し上げます。 この度の交流
会は、 会議室の一角に製品展示コーナーを設け、 希望のあった会員企業の製品展示を行いながら、 新
入会員の紹介や製品・技術について発表していただきました。 終了の 17 時までのスケジュールがかなり
タイトになっているため、 チャイムによる持ち時間のお知らせをさせていただきましたが、 発表によっ
ては少々時間切れとなるような場面も見られました。

発表風景

製品展示コーナー

新入会員紹介企業は第 16 期～第 17 期に入会した企業の中から、 ㈱MTK、 ユニチカ㈱、 ランクセス
㈱、 日本照射サービス㈱と、 今期入会を予定している産学官水環境技術推進協議会の紹介を長崎大学
の宮川英樹先生にお願いしました。 しかし、 当日の都合が合わず発表を辞退する新入会員が 3 社ほど
ありました。
製品・技術紹介企業は、 ㈱トーケミ＜新商品

難分解性COD除去ろ過材＞、 アサヒ繊維工業㈱＜多

機能型フィルターエレメントの商品紹介＞、 日本フイルコン㈱＜金属吸着材「Meta-Cat」の紹介＞、 ㈱
トライテック＜小型膜分離試験器“スピンフロー”と弊社の実験サポートについて＞、 関西金網㈱＜磁性
ステンレス鋼製金網を濾材とするストレーナー＞、 ニチダイフィルタ㈱＜ステンレス焼結金網を担持体
としたオゾン分解触媒＞の 6 社でした。
製品展示企業は、 ㈱トライテック、 ㈱トーケミ、 日本フイルコン㈱、 東洋スクリーン工業㈱、 大塚
実業㈱、 ㈱マキノの 6 社。
発表の開始は 13：30 であったが、 参加者に展示製品をご覧いただくため、 12：30 の開場とし、 途中
の休憩も 20 分間とる事にしました。
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発表終了後、 17：30 頃より技術交流会（懇親会）を同館地下のレストランで行い、 各社自己紹介を行
いながら、 名刺交換など和やかなうちに進行し、 19：30 に会員交流会は無事終了しました。 1 つの行
事を無事に、 又成功裡に終了するには様々な会員や準備スタッフの協力が必要であり、 今回も多くの人
達に助けられたと思っています。 誠にありがとうございました。
〈事務局長

発表風景

発表風景

技術交流会（懇親会）風景

技術交流会（懇親会）風景

技術交流会（懇親会）風景

技術交流会（懇親会）風景

卜部

兼好〉
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ミャンマーの水環境調査ツアー報告（投稿）
2012 年 11 月 4～7 日にミャンマー（旧ビルマ）水環境状況調査ツアーに参加（造水促進センター主催）
した。 以下ミャンマーの現在の状況を報告します。
ミャンマーへの日本を含め自由経済国の経済支援が始まった。 日本からは 27 年ぶりとのことである
が、 軍事独裁政権になった後も日本は完全に支援を打ち切ることなく、 少しではあるが支援は続けてい
た。 ヤンゴン市の水インフラを見て来たが、 英国統治下に造られた浄水場、 下水処理場をそのままま
だ使用しており、 時代が 30～40 年止まっているような状態であった。 軍事政権の色がいたるところに
出ていた。

1．ミャンマーの基本情報
首都ヤンゴンはピンマナに 2006 年に移転している。
今回はヤンゴンを視察。
人口約 6000 万人で仏教 90 ％の小乗仏教国である。 金箔に張られたパコダ（寺院）が日本の神社のよう
に村ごとにあるようだ。 貧しい人でもお布施を出し、 素晴らしいパコダを建てている。 言語は英語で
あり、 教育レベルは高い。
鉄道もあるがほとんど機能はしてない。 バイクもヤンゴンでは禁止されているため、 すし詰めバスで
の移動がほとんど。 中国みたいな光景はない。

朝の通勤トラック

ヤンゴンの商店

パゴダ

資料 1 に日本政策研究所のミャンマーでの経済支援調査結果の一部を示す。
1993 年から 2012 年のものであるが、 マン製油所パイプライン開発計画の例ではパイプラインを作っ
たが、 石油がないことが後で解ったなど事前調査がズサンな支援も多かった。 日本からのODAでの支
援により計画までは進んだが、 いざ本番には国際入札になってしまい、 コストの高い日本は受注できな
いのがほとんどであって、 韓国、 中国に取られてしまうとのこと。 今回の経済援助に関しても日本が
受注できるように何らかの策が必要とのこと。
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資料 1

ミャンマーへの経済支援調査結果（日本政策研究所）

2．経済特区
経済支援は日本をはじめ経済特区へ行われる。
ミャンマーへのインフラ整備円借款として 500 億円行われる。 その地区の一つティラワ経済特区およ
びミンガラドン工業団地の写真を示す。
ティラワの港湾施設は 10 ％程度しか稼働してない。 日本からの中古車がほとんど。
港湾に面した川の深さが 8m程度しかないため、 大型船舶が入れないとのこと。 ここも計画が十分で
ない例である。 水深が深い地区への移転が必要とのこと。 鉄道も引かれているが列車が入ってきている
様子もなく、 線路は錆びているし、 車両が放置されている。

ティラワ港湾施設

日本からの中古車

線路に放置された列車
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ティワラ経済特区

港湾内でのどかに漁をする漁師さん

ミンガラドン工業団地は日本の三井建設（？）が当初開発したところであるが、計画通り販売ができず、
撤退した地区である。 上下水があり、 インフラは整っている。
リース権 48$/m2 は高いような気がした。 ここの下水道は活性汚泥処理を実施。 汚泥脱水はランニン
グが高いため、 停止し、 汚泥は捨てている。

ミンガランド工業団地
		

廃水処理設備の稼働
してない脱水機

廃水処理設備（活性汚泥法）

3．ヤンゴンの浄水場と下水道
浄水場は英国統治時に建設されたもの。 PACによる横流式凝集沈殿＋高速ろ過方式である。
監視塔に監視員二人、 ろ過器の逆洗は手動式であり、 4，5 人が逆洗配管に並んで座り、 バルブを開
け閉めする長閑な風景であった。 ろ過水は開放水路を流れる。 安全面への考慮は薄い。

ろ過器の手動逆洗風景

新しい導水管敷設工事

浄水場内の売店
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浄水場の高速ろ過池

覆いのないろ過処理水路

国産で建設中の新浄水施設

隣に新設の設備が建設中。 旧施設と同じ仕様で、 自前で建設中とのこと。 また、 給水配管ラインも
敷設中。 ポリエチレン製であるが、 途中で折れてしまいそうな配管敷設である。 浄水の料金徴収率は
60 ％とまあまあ高い。
下水処理場も英国統治下のもの。 生物処理を行っているが施設は老朽化し、 ストレーナは使用できず、
エアレーターによるバッ気を行っている。 バッ気量は十分でないため、 嫌気性の状態で沈殿槽に送られ
放流されている。 運転管理指導が十分でないため管理も十分できてないこと自体を認識してない。 下水
道料金は徴収しておらず、 ヤンゴン市の予算で運用している。

好気処理であるが酸素不足の処理

沈殿槽

4．ヤンゴン市街
僧侶が頻繁に見かけられる。 托鉢は午前中のみとのこと。 ピンクの服装の僧侶は女性、 男性は茶色で
ある。僧侶は尊敬されており、通学途中の子供も僧侶に出会うと手をあわせ、お辞儀をして通り過ぎる。
スコールはさすがすごい。

ヤンゴン空港

托鉢中の僧侶

軍人、公務員地区街
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一般市民地区街

寺院

白い日焼け止め化粧の若い女性

寺院

ボトル水の販売店

ビルマのたて琴

宿泊したホテルは料金が最近は 2 倍となったとのこと。 1 年前は閑古鳥が鳴いていたとは大違い。 日
本人をはじめ、 韓国、 中国、 西洋人を多く見かける。
ビルマの竪琴の写真撮った。
バスは満杯。 ボトル水を販売する店も見かける。
食事は日本人にも会う味で、 見た目より辛くない。
ミャンマーの女性の化粧は面白い。 頬に日焼け止めの肌色の粉を塗っている。 その化粧が目立ちすぎ
るのだが気にしてない。
軍事政権のため、 公務員は超優遇されており、 公務員地区は住宅も立派で街並みが一般市民の地区と
は全く違う。

5．最後に
ミャンマーは本当にこれからである。 ミャンマー市長の会見でも、 日本のものを買いたいが、 お金
がなくて買えない。 資金が貯まったら、 中国製、 韓国製のものを日本製に変えたいと言っていた。 浄
水場でもポンプはすぐ故障する。 日本製を買いたいのだが、 安い中国製になってしまいますとのこと。
長期間でのことを考慮すれば日本製が良いことを理解するにはまだ至ってない。 設備を販売するときも
分割払い、 リースなどの手段を提案するなどが必要と感じた。
〈マイクロテック㈱

古市

光春〉
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Aquatech CHINA 2013 について

（投稿）

Aquatech CHINA 2013 が本年も下記の通り開催された。
●

開催日程：2013 年 6 月 5 日（水）～7 日（金）

●

場

●

Web page： http://www.aquatechtrade.com/china/Pages/default.aspx

所：上海世博国際展覧館（Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center）

昨年までと同様、 相変わらずの来場者数
の 多さ で あ る。 展示会場も 昨年よ り 拡大
し、 2 階の 1/4 を追加するなど出展者数も
多かった。 総出展者数 1200 社、 うち日本
企業としての出展は10社（日系“現法”はもっ
と多いと思います）でした。
（別表 1 参照）
昨年に続いて“回収・リサイクル、 リユー
ス”という提案が多かったが、 昨年よりは
ハード的な要素、 今年はイオン交換や膜技
術を用いたソフト的な要素・提案が多かった
ように思う。

SHIN-EI 当社ブース

当社ブース内では不純金属を選択的に吸着除去し、 生産液の清澄化・延命化を図る技術の提案として
の装置を展示したが、 その装置の外見的精度に注目されただけでなく、 その技術を活かして今現在お困
りのご相談をお受けすることが多かった。
他の出展社ブースを覗いてみると、 いわゆるメジャー企業は展示品も少なく、 活気が無い。
“展示会は業界のコミュニケーションツール”と位置付けるかのような雰囲気で、 よくよく話を聞
くと、 ここのところの中国経済の不安要素のことや低調な成長度について確認し合っているかの様
だった。
また、 上海交通大学の張振家教授とお会いする機会があった。
『中国国内成長の鈍化』と『中国でも装
置の外見は素晴らしくてもそれを使いこなすエンジニアが育っていない』などお話をお聞かせいただいた。
日本国内も技術の継承が話題になるが、 日本の水処理技術を広く海外に伝えていくためにもエンジニ
ア育成は大切な要因の一つで、 国際交流委員会としても検討中である。
有識者諸先輩の皆様のご指導受け賜りながら、 現地との友好関係を築き進めていくべきだと感じた。
〈伸栄化学産業

鈴木

勝夫〉
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【別表１：展示会集計結果（主催者からのデータ参考）】
Aquatech CHINA 2013

来場者数

Aquatech CHINA 2013

出展社数

人数

会社数

研究機関・大学

－

メジャー・総合

装置メーカー

－

装置メーカー

エンジニアリング

－

膜・フィルターメーカー

Total

45,000

※ 人数のみ統計された。

100
50
250

樹脂・ろ材メーカー

50

その他の部品メーカー

200

研究機関・大学

50

その他

500
Total

いつもながら多くの来場者。人・人・人…

1,200

上海交通大学・張振家教授と
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技術委員のつぶやき話（その13）

アクア環境株式会社

藤岡

克嘉

＜ラグビー観戦＞
何をつぶやこうかと考えた結果、 好きなラグ
ビー観戦についてつぶやきたいと思います。
ラグビーを初めて見たのは早稲田大学と明治大
学のテレビ中継でした。 親戚がラグビーをやって
いた影響もあり、 子供の頃、 お正月にラグビー中
継をよく見ていたものです。 当時は選手の名前は
もちろんラグビーがどんな競技かもあまり分から
ず見ていましたが、 ゴールライン際の激しい攻防
についつい見入っていたのを覚えています。 ただ、
子供ながらにラグビーは危険でするのではなく、
見るものだと思い、 それから、 毎年のように年末
年始はテレビでラグビー中継を見るようになりま

近鉄花園ラグビー場

した。
実際にラグビー場へ足を運ぼうと思ったのは、 昨年に現役のラグビーニュージーランド代表オールブ
ラックスのソニー・ビル・ウィリアムズ（SBW）選手が日本のパナソニックでプレーするというのを知り、
SBWの有名な「オフロードパス」といわれるタックルで倒される中で出すパスを生で見たいなと思ったか
らです。 しかしながら、 観戦当日、 SBWは怪我で試合に出場できず、 彼のプレーを見られなかったの
は残念でしたが、 それでもラグビー場で見る試合はテレビで見るよりファンの熱い声援、 間近で見る選
手達の全力プレーに魅了されました。 そしてラグビー場では試合観戦をより楽しんでもらえる工夫をし
てくれています。 たとえばラジオを持っていくとミニFMでルール解説が聞け、 反則の説明などルール
をよく知らない人でも十分楽しめると思いました。 じっくり試合を見たい方はメインスタンド側のグラ
ウンド全体が見渡せる場所、 応援を楽しみたい方はバックスタンド側からの観戦がお勧めです。
ラグビーの試合はボールの争奪戦と陣取り合戦の繰り返しです。 攻撃側がボールを持つと、 相手陣
地へ攻め込みます。 守備側はチーム一丸で攻め込まれるのを防ぎボールを奪い返しにきます。 一番盛
り上がる場面はゴールライン間際の激しい密集戦で、 それはもう両チームのプライドのぶつかりあいで
す。 ルールが分からなくてもこの激しい攻防を一度見ていただくとそのおもしろさを感じてもらえるは
ずです。
またラグビーは他のスポーツに比べチームワークが大切なスポーツです。 たとえひときわ能力の高い
選手がいてもその人だけでは得点につながりません。 各選手が各々の役割を果たし、 そして他の選手と
の連携ができて初めて得点につながります。 チーム一丸となった全力プレー、 これがラグビーの魅力だ
と思います。
最後に、 2019 年に日本でラグビーワールドカップが開催されます。 これを機にラグビーの試合を見
て、 ラグビーに興味を持っていただければ幸いです。
（次回のつぶやきに続く）
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広報委員のオフタイム
広報委員のオフタイムも 4 回目になりました。 今回のオフタイムは、「歴史」、 特に「茶の歴史」についてお話

したいと思います。

（1）まずは、茶の発祥について
茶は、 緑茶、 紅茶、 ウーロン茶と産地によっていろいろな味が楽しめるが、 喫茶の風習は中国から始まっ

たとされている。唐代の茶の神様と言われた陸羽（729～804）によって書かれた「茶経」によると、栽培、加工、
喫茶、 鑑定等が記載され中国では、 すでに漢の時代には茶が飲まれていたとことは間違えない。

しかしそれ以前のいつから喫茶が始まったかは、 確証することは難しいようである。 この頃の茶は、 仙薬と

して利用されており、 解毒、 眠気覚ましの薬等として皇帝や僧侶の間で飲まれていた。

（2）次に日本への伝来について
日本への茶の伝来は、 必ずしも明確でなく 593 年頃に中国の僧侶により茶の木が日本に持ち込まれたと言わ

れ、 805 年には僧侶である最澄が唐への留学時に帰朝の際に茶種を持ち帰って比叡山に栽培したと伝えられて
いる。

定説としては、栄西禅師が1191年に中国（宋の時代）に修行に行き、帰りに茶の種を持ち帰り九州の大分県（背

振山）に蒔いたのが始まりとされている。

更に栄西禅師は、 日本最古の茶に関する科学文献「喫茶養生記」を書いており、 茶の効用を説いている。 栂尾

高山寺の明恵上人も、 栄西禅師から贈られた茶の実を各地に広め、 茶の普及に貢献した。 この頃の茶は抹茶で
あったとされている。

その後足利時代に茶の湯の形式となり、 秀吉の時代には千利休（1522～1591）によって茶の湯が大成され、

この頃から武士の間で茶が飲まれるようになり、 次第に庶民の間に広まっていった。 1738 年に蒸し製緑茶の製
法が考案され、 今日の煎茶に発展し日本の緑茶として定着して行った。

（3）更に世界への伝来について
ヨーロッパに茶が伝えられたのは、 アジアの国々よりもずっと遅い 17 世紀であった。 1610 年、 いち早く日

本のお茶（緑茶）を輸入し喫茶の習慣を取り入れ、 これをヨーロッパの各国に紹介したのはオランダでした。 当
時オランダは、 世界随一の貿易国であった。

その後、 日本は鎖国時代へ入り、 他国との交流が一切禁止となり、 日本緑茶の輸出も途切れてしまい、 オラ

ンダはお茶の供給を中国に移した。当時の中国の輸出用のお茶は、一般の緑茶と若干発酵した茶「武夷茶」であっ
た（紅茶の原形）
。

1630 年代にフランス、 1650 年代にイギリスにお茶が輸入され世界へお茶が広まり、 特にイギリス人は発酵

した「武夷茶」を好んで飲用した。 1651 年イギリスは、 自ら中国から輸入するようになり、 輸入する茶も発酵
茶が中心となっていった。 イギリスは国内の茶の需要が多くなると国内で内製化を考え、 植民地であるインド

で栽培を始め、1823年、イギリス人探検家によりインドアッサム地方で茶樹を発見しアッサム紅茶が誕生した。
このころヨーロッパの人々は、 緑茶より紅茶を好んで飲用しており、 その理由として肉食が主体の食生活に

おいて、 発酵させて作ったタイプの茶が 脂肪やタンパク質の消化を促進することが体験的に分かったからのよ

うだ。 これによって世界的に紅茶が広まっていったと言われており、 現在では世界的に茶と言うと、 紅茶が一
般的である。

このように、 不老長寿の薬として僧侶達に飲まれていた茶が、 中国からアジア、 ヨーロッパへと伝わり、 形

は変われど今や全世界で飲用されるようになった。

〈株式会社 伊藤園

衣笠

仁〉
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編

集

後

記

初夏を過ぎ、 つい数カ月前まであんなに寒か
ったのが嘘のような今日この頃です。
我々の茶業界も、 このNo.64 が掲載されるこ
ろは 2 番茶の最盛期と夏向けの新商品導入で、
1 年で一番忙しい時期です。
LFPIにおいても、 基礎実験講座や見学会、 会
員交流会など様々な催し物が続き、 またイン
ターアクア 2014 に向けての調整などで、 本
格的になり忙しくなるものと思われます。
私もできるだけ参加させて頂くと共に、 事務
局のサポートができるように努力いたします
ので、 会員企業の皆さまのご協力もよろしく
お願いいたします。
〈株式会社 伊藤園 衣笠 仁〉

◆ 編集／発行：日本液体清澄化技術工業会 広報委員会
◆ TEL（042）720－4402 FAX（042）710－9176

◆ 住所：〒194－0032 東京都町田市本町田2087－14
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