
次に２つ目のこだわり「トマト」についてです。
通常ケチャップなどを作る場合

は海外産のペーストを輸入して作
る場合がほとんどですが、私ども
では国産や愛知県産にこだわった
トマトケチャップ作りについても
進めています。
海外産のトマトペーストの場合

は一般的にはあまり知られてはいませんが、６倍に加熱濃
縮されており、水を加え再加熱して製品をつくります。
国産トマトの場合は３倍濃縮されますが水は加えずに製

品化しているのでよりトマトらしさが出ます。
国産トマトについては、愛知県産トマト100％を使った

もの、宮城県産、北海道産などトマトの産地を特定した製
品を生産・販売しています。
こうした県産のトマトを使った製品を生産しているメー

カーは他にはないと自負しています。

平成29年７月に、主力商品である「こいくちソース」を
25年ぶりにリニューアルしました。

私たちの原点は何かにつ
いて、２年以上前からコー
ミで活躍された諸先輩方に
ヒアリングを行い､｢とろり
とした濃い味｣、｢甘くてお
いしい｣､これが私たちの原
点であることを再確認しま
した。

このため、リニューアルを行うにあたり、タマネギの量
を大幅に増やしトマトの配合を変えたり、とろみを増すた
め昆布を使うようにしたりしました。

昭和25年、私の祖父である川澄鋼一が川澄食品工業とし
て会社を創設しました。
創業時は「かめ」

をリアカーに積んで
の量り売りからスタ
ートしました。
こうした昔の方々

の歴史や当時の人の
考え方などを冊子と
して取りまとめ、会
社のものづくりがこ
れからどこに向かっ
ていくのかを考えてもらうために冊子を全従業員に配布し、
周知しています。

香る味から漢字で「香味（こうみ）ソース」として商品
を提供していましたが、当時は読み方すら認識してもらえ

なかったので「カミ」と間
違って読まれることもあり
ました。
今でこそ他の食品でも香

味の言葉が使われ、一般の
方々にも認知されましたが、
昭和42年７月に親しまれや
すいように、「コーミ株式
会社」に社名を変更しまし
た。

当社の理念は「全従業員の物心両面の幸福を追求すると
同時に、社会、食文化の進歩発展に貢献する｡｣､｢生活者の
環境と食品への安心、安全を優先し、コーミらしさにこだ
わり、食文化に貢献する価値ある食品を創り届け続けてゆ
きます｡」で、こうした理念を実現するに当たって３つの
こだわりについてお客様への約束としています。

１つ目のこだわり「ソース」ですが、この地域で「こい
くちソース」などを生産し、家庭用商品で毎年約280万本
を出荷しています。
出荷先はほぼ愛知、岐阜、三重の３県で占められており、

安全でおいしいものを届けたいと考えています。

東海地域の食品関連企業を取材！！

東海地域で展開している食品関連企業を訪問して、企業活動の中で食品の安全・安心／消費者の
信頼確保に取り組んでいる状況を取材しています。
第３弾は、こいくちソースを中心とした食品企業、「コーミ株式会社」の川澄専務と森部課長にお話

を伺いました。

Ｑ 本日は、よろしくお願いいたします。
まず、会社の概要と商品の特徴などを教えてください。

“３つのこだわり”

コーミ株式会社 品質保証部

森部哲也課長 に聞きました

～食の安全・安心／消費者の信頼確保に向けて～

「こいくちソース」

食品表示法の表示基準で決められている規格で、ウス
ターソース類の名称の一つである。粘度によって「ウス
ターソース」「中濃ソース」「濃厚ソース」と分類され
ているが、無塩可溶性固形分33％以上のウスターソース
を「ウスターソース（こいくち）」として表示すること
ができるとされている。
なお、全国的に「こいくちソース」を作っている企業

は中京地区がほとんどで希少である。

Ａ

川澄亮太専務取締役

“「ソース」へのこだわり”

“「トマト」へのこだわり”



３つ目のこだわり「名
古屋」についてです。
名古屋にはおいしい食

文化があり、この地域以
外の方々にも食べていた
だきたいし、広めていき
たいと思っています。
最近は手羽先、味噌か

つなど海外に進出してい
て名古屋の評価も上がってきています。
この名古屋独特の食文化を世界にも広げられればと考え

ています。

また、名古屋以外にも東海圏には、四日市のとんてき、
富士宮やきそば、駒ヶ根のソースかつ丼などおいしい食文
化があり、併せて食文化を広げられればと思います。

さらに今回紹介させ
ていただいた愛知県産
の製品はストレート製
法で収穫後72時間以内
に製品化しています。
加熱など再加工がほ

とんどされていないた
め、よりトマトらしさ
が出ています。
この愛知県産の製品

は手間もかかりますので予約のみで2017年産として数量限
定で販売しています。

“トマト作りを通じた食育活動”

Ａ コーミでは食育活動を2007年より進めています。
一般の消費者の方に、

加工用トマトが専用品種
であることが認知されて
おらず、生食用のトマト
の二等品がケチャップな
どの加工用に使われてい
ると誤解されていると思
います。
原料のトマトが畑でど

のように栽培されているかを実際に見て、家族で収穫体験
していただいて、その後ケチャップ作りまで行ってもらう
活動を行っています。
農政局ウェブサイトにも「夏休み親子食育企画」として

紹介させていただいたものです。
こうした企画は、新聞などで一般募集をしても、関心が

高く、抽選で外れる人もいるほど人気の企画となっていま
す。
応募者全員に参加していただきたいのですが、受け入れ

る畑もそれほど大規模なものではないため、どうしても応
募者全員を受け入れることができない場合があります。
このほか、小中学校へ出向いての出前授業、ソースの手

作り体験なども行っています。

特に大切にされている活動があれば教えてください。

“「名古屋」へのこだわり”

“ＦＳＳＣ２２０００ 認証取得に向けて”

食の安心・安全に対する取組について教えてください。

Ａ 安全・安心はできていて当たり前、加点にならないとこ
ろがつらいところです。
また、安全については、どこのメーカーもされています

が、それをどうやってお客様に伝えていくかが重要である
と考えています。
今、ＨＡＣＣＰ が義務化される動きがありその対応が

問題となってきていますが、私どもでも先行してＦＳＳＣ
２２０００ を取得するための準備を進めています。
この仕組みの中で第三者による確認を進めていますが、

対外的な目で見ることによって安全性についての、私たち
の取組が間違っていなかったのだなと思っています。
また、食品トレーサビリティ についてですが、私ども

では全原料、特に加工用原料について仕入業者から、規格
書を統一書式でもらっています。
その際に安全性にかかわる情報が追加で必要だと判断す

れば取り寄せるようにしており、さらに、工場で使用する
原料ロットの製造年月日や賞味期限を記録するようにして
います。
もし、トラブルがあった場合には作業記録を確認するこ

とにより、遡及できるようにしています。
また、原料で問題が起こることはまずないのですが、も

し原料段階で何か問題があった場合は、その情報をすぐに
確認・精査して製品へ影響を及ぼさないようにしています。
特に農水省、厚労省、消費者庁など行政のウェブサイト

にはさまざまなリコールなどの情報が提供されていますの
で、常に確認するようにして、迅速に対応しています。

※１：ＨＡＣＣＰ（ハサップ）
食品の衛生管理の一つ｡｢危害要因分析重要管理点｣と

もいう。
ＨＡＣＣＰは、原材料の受入れから最終製品までの

食品の製造・加工の各工程ごとに、微生物による汚染、
金属の混入等の危害要因をあらかじめ分析してリスト
アップし、危害につながる特に重要な工程を継続的に
監視・記録するシステム。

※２

※１

※３

Ｑ

Ｑ

※３：食品トレーサビリティ
農産物や加工食品等の食品が、どこから来て、どこ

へ行ったか「移動を把握できる」ことをいう。
食品の生産、加工、流通等の各段階で、個々の生産

者・事業者が、商品・原材料の入荷と出荷に関する記
録等を作成・保存しておくことにより、結果として食
品の移動の経路を把握することが可能となり、食品事
故等の問題があった際の迅速な回収、早期の原因究明
等に役立つ。

※２：ＦＳＳＣ２２０００
食品安全管理システム認証

オランダに本部を置く食品安全認証財団（ＦＦＳＣ財
団）が運営する規格。
国際標準化機構が定める国際規格である食品安全マ

ネジメントシステム（ＩＳＯ２２０００）に、フード
ディフェンスを含む衛生管理の要求事項を盛り込んだ
もの。



（原材料毎のアレルギー表示をした商品ラベルの一例）

お客様からの相談が多そうですが、どんな相談が寄せら
れ具体的にどういった対応をされているのか教えてくださ
い。

苦情はかなり少ないですが、お問合せとして、最近では
アレルギーに関する内容などが多くあります。
表示対象以外の原材料についてもお問合せがありますが、

お客様により多くの情報を伝えることを意識して、使用し
ている原材料は、すべて起源までさかのぼり、調べられる
限りのお答えをしています。
アレルギー表示をどう表記していくかはいろいろ試行錯

誤していますが、コーミでは原料個々の表示をするようし
ています。
同じアレルギー物質でも含まれる原料やお客様の状態に

よっては発症はさまざまです。
例えば味噌はアレルギーを発症するけれども、しょうゆ

に含まれる小麦、大豆ではアレルギーを発症しないといっ
た事例もあります。
記載スペースが必要で煩雑となりますが、本来食べられ

るはずの食品が食べられなくなるといった不利益をなくす
ため、お客様本位の表示を行っています。

“お客様にわかりやすい表示の工夫”

Ａ

表示に関する改善としてラベルに一食分の使用量の目安
を目盛り表示するようにしました。
焼そばは国民食であり、誰が作ってもおいしくできるよ

うにしていきたいのですが、調べてみると一食（麺）あた
りのソース使用量は、平均
で30グラム未満ということ
がわかりました。
焼そばを、おいしく食べ

ていただくためには、一食
（麺）に対して37グラムの
ソース使用量が適切だと考
考えています。
以前からも標準的な使用

量について、記述で表示は
していましたが、実際の調
理時に計量するのは、実用
的ではないと思い、調理に
使用する際に見えやすい場
所へ目盛りを表示しました。 （使用量目盛りをつけた焼きそばソース）

“国産トマトの輪を全国に広めたい”

今後の会社としての取り組むべき方向、考え方などにつ
いてお聞かせください。

Ａ

Ｑ

まずは、地域のソース、トマト栽培を通じて中京地区で
しっかりと腰を落ち着けて、地域の食文化をつなげ愛さ
れ続ける企業でありたいと考えています。
一方、より多くの方にこの味を知っていただきたいとの

思いも持っていますので、この中京地区を中心に名古屋め
しの文化を海外にも広めていければと考えています。
国産トマトにもこだわりを持ってますので、「ソース」

＝「コーミ」だけでなく、「ケチャップ」＝「コーミ」＝
「国産トマト」で良いものを作っている会社と認識される
ようになれば良いと考えています。
国産トマトの調達は、気候条件、単収の問題があり国内

どこの地域でも農家の担い手がいないなど解決すべき課題
は多いと思います。
お米以外に転換できる作物としてトマトの露地栽培を取

り入れていただけないかなど農業を通じて地域の活性化を
進めていければと考えています。
また、加工用トマトの国産需給率は５％程度しかないの

でこれを高めていきたいと考えています。
品種であったり、機械化の困難さなどがあり難しいと感

じています。
こうした課題については行政の方たちのお力もいただき

ながら進めていかなければならないと考えています。
コーミでは加工用トマトの栽培は愛知に始まり、北海道、

宮城以外にもトマト栽培農家の輪を広げようとしています。
社員にも生産者の実情を理解してもらうようにできるだ

けトマト畑に出てもらうようにしています。
トマトが赤くなると、コーミの社員の顔が黒くなると

思っています。

Ｑ

Ａ

最後に、農林水産行政や東海農政局に対するご意見が
あれば、教えてください。

消費者の方に食品業界が生鮮食品、加工食品の安全性を
どうやって確保しているのかといったことを伝えていくこ
とが難しい課題であると感じています。
こうした対談などコミュニケーションの場を設けていた

だき、広く情報発信をいただけるような機会が与えられた
ことは大変有益であると考えます。
今後も、こうした情報発信の場を活用させていただき、

消費者との信頼関係を積み重ねていきたいと考えています。
また、原料原産地表示などの見直しがされていると聞い

ていますが、今後、わかりやすいＱ＆Ａのようなものを示
していただけると助かります。

コーミ(株)ウェブサイトはこちら
http://www.komi.co.jp/

《取材場所 コーミ本社（名古屋市東区）にて》

Ｑ


