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ホ リ 乳 業 の 最 新 ニ ュ ー ス を お 知 ら せ い た し ま す

『通販生活』
2018年春号で
発売開始！
他では買えないスグレモノ

商品問い合わせ フリーダイヤル 0120-701-234
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社長のご挨拶

TOP MESSAGE

「 誰 のために何をするか、という目的意識を持つ」
2018年が幕を開け、皆さん一人一人が心新たに自ら掲げた目標に向かって、今年もやるぞー！
という気概でいるのではないかと思います。是非、
この気持ちを忘れず、1年間を頑張り抜いて欲
しいと思います。
さて、昨年を振り返りますと、
「トランプ」
と
「北朝鮮」
に翻弄され続け、想定外の「選挙」
後に、
「大
相撲」
で寄り切られたという年ではなかったかと思います。年々、一日一日、スピードが上がってい
くようで、あっという間に1年が過ぎていきます。振り返ることもなく反省することもなく、恥もなに
も、かき捨て吐き捨ての時代になってきたようで、家族主義、個人主義で、自分さえよければよい、
楽しければよいという風潮が漂っています。商売をしている以上、
この波に乗らなければ負け犬な
ホリ乳業

代表取締役社長

堀 初治

のかもしれませんが、もっとゆっくり本物を追求した仕事がしたいと思っている今日この頃です。
我社においても、業務の多忙の中、一つ一つの仕事の重要性が薄れ、
トラブルやミスが多発し、
経過確認、反省、対策が後手に回り、再発防止が軽んじられてきているように思います。もう一度、

HORI Hatsuji

意識改革が必要な時期にきていると思います。

私は、
“我社はお客様のためにあり、働く社員の皆様の生活を維持、向上するためにある”
と思っています。その為には、皆さん一人一人
の能力
（労動力、思考力、献身力など）
を精一杯発揮して、
トラブル、ミスを絶対的に減らし、品質第一でお客様に喜ばれる商品作りが肝要
になってきます。
しっかりした製品作りが出来れば、自然とブランドイメージが良くなり、必然的に他社より高く売れるようになります。そう
すれば、皆さんにも還元できるわけです。
ところで、
この3月19日、20日に、GFSI
（国際食品安全イニシアティブ）
が承認する世界標準の食品安全マネジメントシステムに関する
規格FSSC22000の認証の監査を受けることになっております。昨年、7月25日にISO22000を取得し、さらにステップアップした世界認
証取得を目指しているわけです。我社の日々行っている業務は、石川県内でも有数のレベルに来ていることを自覚してください。プライド
を持ってください。是非、皆さんのご協力をもってFSSC22000取得を実現したいと思います。
また、1月中旬からカタログハウスの通信販売カタログ誌『通販生活』で国産大豆ヨーグルト
「ソイオリゴ13」
の販売が始まりました。日
本最大のカタログ通販の会社です。本年の当社の浮沈にかかわる事業となると思います。これを起爆剤に大豆製品の市場性が高まると
考えております。
今年1年も、激動の１年になると思いますが、
どうか皆さんの力を結集して、
この先10年が見通せる１年にしたいと思いますので、何卒、
よろしくお願いいたします。

INAUGURAL SPEECH

新役員のご挨拶

2017（平成29）年12月1日付で、2人の取締役が就任しました。
このたび、専務取締役の大役をおおせ

このたび、取締役工場長を拝命いた

つかることになりました。職責の重さを

しました。これも皆さまのご支援の賜

考えますと身の引き締まる思いがいた

物だと思っており、心から感謝申し上

しております。

げます。皆さまにはご迷惑をかけてし

原料の高騰、物流費の引き上げや他

まうかもしれませんが、力の限りを尽

メーカーとの競合などにより収益を上
専務取締役

製造部長

堀 初弘さん
HORI Hatsuhiro

くす決意です。

げることがこれまで以上に難しくなって

現在は、発酵乳の売れ行きが、順調

きております。今後このような中で当社

な伸びを示しており、今後は当社の

が生き残り発展していくにはブランド
力が大切になってくると考えています。
製品の安全、安心を保証することは

もちろんのこと、他社にないオンリーワンの製品づくりを行い
“ホリブランド”
を確立していきたいと思っています。
私自身まだまだ未熟な身であり、皆さまのお力が必要不可欠
です。どうぞこれからもご協力の程よろしくお願いいたします。

取締役工場長

北村 聡史さん
KITAMURA Satoshi

ブランド力を前面に出した商品展開
も視野に入れたセールスを行ってい
きたいと考えております。

また、現場の声を積極的に取り入れ、私なりのやり方で当社
の発展に寄与したいと思っております。そのための風通しの
よい会社作りを行うため、皆さまのお力添えのほど、よろしく
お願いいたします。
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年男インタビュー“今年の抱負”
製造課主任

製造課出荷担当

西坂 典大さん(36)

鶴賀 士朗さん(24)
犬のようにスピーディーに

ランニングに加えて、最近
始めた水泳の上達を目指

動いて、仕事を時間通り

していくことです。これら

に、間違いのないよう正

が、仕事の張り合いにも

確にできるようになりたい

つながればと思います。

です。

社内プロジェクト 国際規格を取得!

ISOは「第三者による審査」
を経て取得しています。
社会へ向けて自信を持って安心・安全な当社の商
品をアピールできることから、販路拡大を期待して
います。また、作業行程や手順が明確になったこと
で、従業員一人一人が責任を持って業務に取り組
む体制も明確化され、会社としても
一歩前進できたと感じています。

ISO22000取得
報道発表資料

北村取締役工場長

“宣言” かがやき健康企業宣言をしました
2017(平成27)年10月17日にかがやき健康企業宣言への参加が決まり
ました。この宣言は、全国健康保険協会
（協会けんぽ）
石川支部が実施し
ているもので、会社を挙げて従業員の健康づくりを実践することにより、
企業の生産性向上を目指すというものです。これで従業員も会社も健康
状態バッチリ！ 健康に対する活動に積極的に取り組んでまいります。

社員の表彰
5月29日に石川県牛乳協会より、平成29
年度優良従業員表彰を受賞されました。
製造課係長

兼重 貴晃さん

優良社員として表彰していただいた
ことに応えられるよう、これからもよ
り一層努力していきたいと思います。
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販売課

SPECIAL

中嶋 賢次さん

特集

検品、納品の確認を
重ね、ミスなく配送

私たちが
お届けします

棚池 敏明さん

お客様との絆のモト
「ありのままのおいしい商品」
を届けてます

商品の間違いや積み忘れ
がないよう確認を徹底

野村 知由さん

販売課

元 正次さん

忘れ物をしない。商品
を間違えずに納品する

常日頃から、安全運転

販売課 配送のおしごと
配送スタッフは早起きさん!!
午前3時に出社し、その日配送する商品をト
ラックに積み込みます。配送先は県内の学校
や保育園、病院、町のケーキ屋さん、スーパー
の集配センターなど多岐にわたり、一日に約
20 〜 30軒回ります。納 品 時間もお客 様に
よってさまざま。雨や雪が降る日には、商品
が濡れないよう注意を払います。大変な仕事
ですが、
「雨の中ご苦労様」との声を聞くと、
お客様との絆のモト
「おいしい商品を届ける」

小倉 悟さん

日々「有縁を度す」の心構
えで、身近な人を大切に

という仕事の意義を強く感じ、ハンドルを握
る手にも力が入ります。
そんなプロ意識に燃える配送スタッフに日々
の心がけや仕事への思いを聞きました。

坂本 仁志さん
荷崩れしないように
注意し、商品を積む
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配送スタッフ支える
営業課
配送スタッフと営業課はお互いに支えあ
う存在です。お客様のフォローや、新規
の取引先を開拓するには、配送ルートを
熟知していなければいけません。やむを
得ず配送スタッフが休んだ時は、代わり
にトラックを走らせ、配送に回ります。そ

販売課課長補佐

三浦 正一さん

んな万全の協力体制を築いています。

事故なく納品できる
よう安全運転

佐々木 正憲さん

トラックの整理整頓、
迅速な仕事に努める

営業課主任

浦 直樹さん
中村 行秀さん

今年はスピーディーに市場の流

納品前に発注伝票と
商品の確認を怠らない

れを読み、一歩先へと進み、小粒
でもピリッと辛い奴と言わせます!

藤田 和昭さん

安全運転を心掛ける

配送コメント
私達配送スタッフは、ご覧のように

営業課営業担当

寺澤 学さん

おじさんばかりです。経験豊富で思
いやりがあり、頼りになるおじさん
達が、美味しくて体にやさしい乳製
品を一生懸命配送いたします!!
（若いスタッフもほしいなぁ…）
販売課係長

笠木 真一さん

昨年11月に転職し、まだ入社間
もないですが今年は一期一会を
大事に、社会・会社の役に立てる
ように精一杯頑張ります。どうぞ
皆様、よろしくお願いいたします。
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Facebook企画

「ソイフローラのレシピ集をつくろう」
当社では、2017
（平成29）
年3月に新発売した国産大豆100％使用のヨーグルト
「ソイフローラ」
のレシピ集を作成するため、Facebookでオリジナルレシピを募集する企画を実施しました。同年5
月にホリ乳業のFacebookページで企画を告知し、
レシピを考案する事を条件にソイフローラ10
個を提供させていただいたところ、皆様からバラエティーに富んだ総計116通りのレシピのエント
リーが寄せられました。
「作ってみたい、食べてみたい」
を基準に、社内での厳正なる書類選考によっ
て候補を５つに絞り、最終選考では企画にご協力いただいたウーマンスタイルの成田由里社長と一
緒に
「おいしい、そしてソイフローラが活かされている」
という視点から試食し、グランプリレシピを
決定。その最終選考の様子はFacebookでライブ配信しました。

品管室長・管理栄養士

下村 比呂美さん
SHIMOMURA Hiromi

栄えあるグランプリに輝いたレシピは、
「ソイフローラのそぼろカルボナーラ」
グランプリ決定後、いろいろなイベント等で試食して頂いて
いますが、その斬新なメニューの評判はもちろん上々です。

ソイフローラレシピ集
配布中

ぜひ皆さんにも作って食べていただきたいと思います。

審査風景を
動画配信

最終選考で残ったレシピ
ソイフローラでレアチーズケーキ
ヨーグルシチュー

最終審査で試食

ソイフローラマヨ
野菜と烏賊のソイお出汁煮込み

グランプリレシピ

「ソイフローラのそぼろカルボナーラ」レシピネーム：ともさん
〈材料〉2人分
そうめん
ソイフローラ
鶏ひき肉

1束
2個
100ｇ

青ネギ
（小口切り）

適宜

生姜
（みじん切り）
味噌
酒

10ｇ
30g
15g

栄養成分（1人分）
エネルギー
313kcal
たんぱく質
20g
脂質
炭水化物
食塩相当量

16ｇ
20ｇ
2.5g

〈作り方〉

① フライパンに生姜を入れて火にかけ、鶏ひき肉、酒、味噌を加え炒める
② 鍋に湯を沸かし、そうめんを茹でて水気を切り、
ソイフローラと混ぜ合
わせて器に盛る
③ ②に①をかけ青ネギを散らす
味噌とそうめんを混ぜながらいただく

ト：ソイフローラとそぼろがよく合う。ソイフローラのほの
*レシピ考案者コメン
かな酸味でそうめんがおいしくいただけます。
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NEWS TOPICS

トピックス

6月1日

愛してミルク？

World

Milk

Day（世界 牛乳の日）に合わせ、食

生活に必要な牛乳への感謝を表現して酪農乳業の国
際組織（GDP）の呼び掛けで牛乳で乾杯。その写真
をSNSに投稿し、
記念日を盛り上げました。

にゅ

ホリ乳ーす（ニュース）

6月14日

消防訓練＆BBQ

毎年恒例となりました消防訓練後のバーベキューを、
今年も社長宅前で行いました。心配していた天気も今
年は崩れずに済みました。従業員皆で、美味しいお肉
で体力をつけ、厳しい夏の暑さを乗り越えました。

7月6日

酪農ペンクラブ来社

夏の日差しが降り注ぐ中、日本乳業協会
の広報事業の一環で、当社の工場見学と
取材に東京から19人の訪問がありまし
た。事業展開などの詳しい内容は「酪農
乳業速報」
「 日刊食品通信」の記事に掲
載されました。
9月7 〜 9日

台湾からの研修生

ヨーグルト製造に深く関心のある台湾の朱志豪さん
と劉さんが、当社の製造工場で3日間の実施研修を受
けられました。ホリ牧場で飲んだ牛乳が気に入られ、
お土産に持って帰られました。

9月14日

陽栄会ボウリング大会

恒例の陽栄会主催ボウリング大会。年々参加者が増え
ており、今年はホリ乳業から3チームが出場しました。
ホリメンバーは、優勝者もいればブービーも輩出する
バランスの取れた面々がそろいました。面白おかしい
に気合とやる気をプラスしてプレーしてきました。次
回までにまた腕を磨きたいです。

2017 FYTTE

ダイエット＆ヘルス大賞
第1位

使ってみたい編

小カップヨーグルト部門
〈高機能ヨーグルト編〉

11月9 〜 10日

地方銀行フードセレクション2017に出展
東京ビッグサイトで開かれた来場者数12,612名の大
商談会のイベントは圧巻。入りやすい雰囲気のブース
を意識し、生産者としての顔と積極的な姿勢を心掛
け、商談に挑みました。

12月2日

モテワンコンテストに協賛

幕張メッセで開かれたネットとリアルが
融合したコンテストイベントに、新しい
ファン層獲得を狙い協賛しました。当日
動員数12,000人という大きなイベント
で、
「大豆のまるごとヨーグルト」と「ソイ
フローラ」の2種類を紹介しました。
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「決断力を鍛える」ミナミ式麻雀同好会
休日は麻雀を月1回ほどしています。麻雀はゲームとしてはいろいろな面を持っていて、
MY PERSONAL LIFE

勝敗を決めるのはもちろんですが、プレーする中で相手とコミュニケーションを取ること

社員のちょこっと
プ ラ イベ ート

ができるのも魅力です。ゲーム展開から、打つ人個人の性格やスキル、洞察力などが見え
てきます。決断力も鍛えられます。あくまで私の持論ですが、麻雀で負ける時は、仕事も上
手く行っていない時という人は少なくないと思います。
今、私が所属する麻雀同好会の人数は9人です。麻雀をしてみたいという方、大歓迎しま
す。ウマ有り、ヤキトリ有り、ハコワレ有り。まだ紅九雀は出ていません。
麻雀の時は夢中になり過ぎるあまり、いつもと違った強気な性格になることもあるよう
ですが、どうか悪しからず。

製造課主任

南 晃一さん
MINAMI

Kouichi

筋トレは結果が見えるからおもしろい！！
1年半前から体を鍛え始めました。きっかけは、当時暴飲暴食がひどく、体重がどんどん
増え、このままではマズイと思ったから。早速、食事管理を始めると体重はすぐに落ちまし
たが、同時に筋肉も落ちてしまいました。そこで冬は増量、夏は減量し、筋肉を少しずつ増
やし、帰宅後には、毎日1時間ほどダンベルを持ち上げる筋トレに励んでいます。
冬は体がふっくらし、夏は頬がこけるので、季節によって見た目はほぼ別人。でも、以前
も体形が頻繁に変わっていたので、今は見た目の変化は気にしないと割り切っています。
体を鍛え続けたお陰で、以前よりも健康に気を使うようになりました（タバコはやめた）
。
ただ、減量中に食べ物のことで頭がいっぱいになるのは辛いです。でもこの生活に飽きる
まで、体を鍛え続けると思います。

製造課課長補佐

水本 威一郎さん
MIZUMOTO

Iichirou

読んで共感し、
「 自分ごと」に置き換えて業務に活かす。

編集後記

そんな人間力を高める社内報を目指します
企画・構成

総務部

編

能登印刷株式会社

集

経理係長

山口 由利子さん

