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創業90周年という節目の年に発行する「Pasco ＣＳＲ報告書 2010」は、

Pascoがはじめて発行した2007年版から数えて4冊目にあたります。

お客さまや社会からのご期待に応えるために、PascoのCSRビジョン※を掲げ

私たちは何をめざし、日々どのように取り組んでいくのかについて紹介しているのが

PascoのCSR報告書です。

このたびの報告書では、過去のCSR報告書をお読みいただいた方々からの

アンケートのご回答や第三者評価の結果などを基に、掲載内容をまとめました。

また、「トップコミットメント」のとおり、100周年に向けての今後の10年間を見据え

重要性の高いテーマを取り上げました。

とりわけ、過去の報告書において掲載が少なかった海外事業について

新たに紹介するとともに、地球・自然の恵みを享受しパンづくりを行うPascoにとって

重要課題となる地球環境の保全についての情報を充実させました。

この報告書を通じて、是非Pascoをご理解いただき、

忌憚のないご意見・ご感想をお聞かせいただければ幸いです。

※PascoのCSRビジョンの詳細につきましては、Webサイトをご参照ください。

表紙について
社会のみなさまから認められ、信頼され
る企業であり続けるPasco。表紙のコ
ンセプトは、「社会に生かされている
Pasco」です。社会やお客さまのニー
ズ（想い）に対して、まっすぐに真摯に
向き合うPascoの姿勢を表現しました。

裏表紙のマークについて
森の町内会
http://www.mori-cho.org/aboutus.html
Pascoは、2010年「森の町内会」サポー
ター企業として、日本国内の間伐および間
伐材の有効利用促進に寄与し、健全な森
づくりに貢献しています。

ＦＳＣ
http://www.forsta.or.jp/fsc/
ＦＳＣ （Forest Stewardship Council、森林管理協議会）
は、世界中全ての森林を対象とし、環境保全の点から見て
適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な
森林管理を推進することを目的としています。本報告書は、

このＦＳＣより認証を受けた用紙を使用しております。

敷島製パン株式会社
総務部長

今井 節和

2009年9月1日～2010年8月31日の実績を中心に掲載しています。
一部にこの期間前後の取り組み内容を含みます。

敷島製パン株式会社（Pasco）および連結子会社・持分法適用会社のうち主要な12社（グループ企業）を
対象とし、これらを合わせ「Pascoグループ」と表記しています。
グループ全体の情報として十分に把握できていないものは、対象組織を明示しています。

2010年11月（次回：2011年11月予定、前回：2009年11月）

GRI「サステナビリティレポーティング・ガイドライン2006」
※GRIガイドライン対比表はホームページに掲載しています。

Ｗebサイトでは、過去の報告内容をはじめ、
誌面スペースの都合で掲載できなかった取り組みや詳細な環境データなどの情報を掲載しています。

http://www.pasconet.co.jp/company/csr/index.html
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Pasconet

CSR情報への

アクセス方法

STEP 1 STEP 2

PascoのWebサイトにアクセス

http://www.pasconet.co.jp

トップページ下の
CSRバナーをクリック

■   会社会社概要概要・グ・グルーループ企プ企業の業の事業事業概要概要概 P.P.0303

P.P.0505■   トットップコプコミッミッットメトメントント
「社会「社会から生から生かされかされさ ているているい 会社で会社であり続あり続ける意ける意義」義」

P.P.111■   特集特集　日　日本の本の食卓食卓食 のたのためにめに
「食料「食料自給率自給率の向上の向上に貢献に貢献するたするために、めに、PasPascoがcoが取り組取り組んでいんでいることること。」。」

P.P 1515■   パンパンンづくづくりのりの想い想いとことこと だわだわりり
「パン「パンづくりづくりを通じを通じて食生て食生活をよ活をより楽しり楽しく、よく、より豊かり豊かに。」に。」

P.P 1919■   海外海外事業事業事業
「世界「世界世 に羽ばに羽ばに たくPたくPた ascasco超o超熟熟®®」」

P.P.211■   お客お客さまさままま満足満足足足と品と品質の質の追求追求
「お客「お客さまのさまの声を品声を品質に。質に。安全・安全・安心・安心・満足を満足をお届けお届けする仕する仕組みづ組みづくり。くり。」」

P.P 2525■   環境環境を守を守守る責る責責任と任と活動活動
「自然「自然の恵みの恵みでつくでつくるPaるPascosco商品。商品。地球環地球環境と調境と調和する和する商品づ商品づくりをくりをめざしめざして。」て。」

P.P.31313■   いきいきいきいきと働と働けるける環境環境づくづくりり
「働き「働ききがいががいがある、ある、仕事と仕事と事 家庭の家庭の両立が両立ができるできる職場環職場環境へ。境へ。」」

P.P.3333■   地域地域のみのみなさなさまとまと社会社会へのへの貢献貢献
「地域「地域とともとともに歩みに歩み、広く、広く社会に社会に役立つ役立つ活動に活動に取り組取り組んでいんでいます。ます。」」

■   第三第三者評者評価・価・あとあとがきがききにかにかえてえて P.P.3434

※報告※報告書内に書内に掲載（掲載（掲 写真を写真を含む）含む）されてされている商いる商品の中品の中には一には一部、現部、現在取り在取り扱って扱っていないいないものがものがございございます。ます。
　あら　あらかじめかじめめご了承ご了承ご くださください。い。

※®：Registration Markです。特許庁に商標登録されていることを表します。

Webサイト【Pasconet】もご覧ください

本報告書の内容および各種環境データ、GRIガイドライン対比表等の詳細情報はWebサイト上に掲載しています。

Pasco
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株式会社 四国シキシマパン
本社所在地／〒791-2141
　　　　　 愛媛県伊予郡砥部町岩谷口110番地
事 業 内 容／パン・菓子類の製造・販売
資　本　金／100百万円　 創 　　 業／1980年4月
売　上　高／7,678百万円 社　員　数／244名

株式会社 信州シキシマ
本社所在地／〒399-0033
　　　　　 長野県松本市大字笹賀5670-2
事 業 内 容／パン・菓子類の製造
資　本　金／100百万円　 創　　　 業／1984年10月
売　上　高／3,640百万円 社　員　数／144名

第一食品 株式会社
本社所在地／〒931-8332 富山市森788番地
事 業 内 容／パン・菓子類の製造
資　本　金／100百万円　　創　　　 業／1949年12月
売　上　高／2,488百万円 社　員　数／100名

株式会社 イレブンフーズ
本社所在地／〒708-0843
　　　　　　岡山県津山市国分寺205番地
事 業 内 容／パン・菓子類の製造
資　本　金／67百万円　 創　　　 業／1968年12月
売　上　高／1,084百万円 社　員　数／51名

株式会社 レアールパスコベーカリーズ
本社所在地／〒153-0064
　　　　　 東京都目黒区下目黒6-16-12津國屋ビル5階
事 業 内 容／パン・菓子類の製造・販売
資　本　金／100百万円　 創　　　 業／1986年7月
売　上　高／11,684百万円 社　員　数／672名

株式会社 ジャパンフレッシュ
本社所在地／〒456-0032
　　　　　 名古屋市熱田区三本松町18番43号
事 業 内 容／サンドイッチ・弁当類の製造・販売
資　本　金／100百万円　 創　　　  業／1978年2月
売　上　高／11,469百万円 社　員　数／130名

グループ企業の事業概要

敷島製パン株式会社
〒461-8721 名古屋市東区白壁五丁目3番地
パン、 和洋菓子の製造、 販売
1920年6月（大正9年6月）
1,799百万円
156,205百万円

4,068名
国内に15工場
（子会社4工場含む）

国内42事業所
52,100店

※各数値は2010年8月末現在
あるいは2010年8月期

名　　　称／

本社所在地／

事　業　内　容／

創　　　業／

資　本　金／

売　上　高／

社　員　数／

工　場　数／

事　業　所　数／

販売店舗数／

取　引　銀　行／（株）みずほ銀行
（株）三菱東京UFJ銀行

会社概要

パスコ・サポーターズ・クラブ会員様向け工場見学会での様子（2010年8月）
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製菓部門
Pascoの菓子製造の歴史は、創業ま
もない1922年（大正11年）にさかの
ぼります。1929年（昭和4年）には和
菓子分野へも進出し、幅広いニーズ
に柔軟にお応えすることができる製造
体制を確立しました。上質の餡と皮が
独特の風味を醸し出す「なごやん」は、
名古屋を代表する銘菓として親しまれ
ています。

パンや洋菓子の焼きたての味わいを、いつでもお楽しみいただけるよう、Pascoでは早くから冷凍生地による「ベー
カリーシステム」の開発に注力してきました。冷凍生地の生産拠点としては、1988年（昭和63年）に国内初の冷
凍生地工場を神戸に、1996年（平成8年）には米国オレゴン州ポートランド市に冷凍生地工場を稼動させていま
す。これらの工場で生産される高品質な冷凍生地は、全国各地のベーカリーショップや、食品産業界全般へひろ
く供給されています。また、2007年（平成19年）から冷凍生地のインターネット通信販売を開始。業務用と一般家
庭用冷凍生地の通信販売サイトを展開し、少量多品種の取引にも柔軟に対応しています。

Pascoは1980年（昭和55年）に米国に進出。1996年（平成8年）には、オレゴン州ポートランド市に、日本の製パン会社として初めての大規模冷凍生地
工場を建設し（写真）、米国内のみならず日本向けの輸出ビジネスを展開しています。香港においては、1983年（昭和58年）からPanashブランドでインスト
アベーカリーを出店。1989年に香港嘉頓有限公司を現地パートナーとして加えました。台湾においては現地企業・大成長城集団との合弁により、Gino -
Pascoブランドでインストアベーカリーを展開しています。韓国においては、ロッテグループとの合弁会社・Lotte Boulangerie Co.,Ltd.が製パン工場を建
設、ホールセール事業とインストアベーカリー事業を展開しています。また、インドネシアにおいては現地企業との合弁に
より、PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbkを設立、製パン工場を建設し、Sari Rotiブランドでホールセール事業を展開
しています。これら合弁企業に対しては、Pascoの製パン技術や品質管理手法の指導を通じ技術導入を行っていま
す。そして中国においては、大手食品グループである頂新国際集団傘下の味全食品工業股份有限公司、伊藤忠商
事株式会社と合弁で上海頂盛食品工業有限公司を設立。2010年は、上海に中国で初となる大型製パン工場を建
設中。Pascoの高い製造技術や品質管理のノウハウを活かし、食の欧米化の進む中国国内でシェアNo.1をめざしま
す。「世界に羽ばたく Pasco 超熟」をスローガンに、Pascoブランドを世界に広めるべく活動しています。

製パン・製菓事業

冷食事業

海外事業

株式会社 クチーナ
本社所在地／〒261-0002 千葉市美浜区新港14番
事 業 内 容／お弁当・サンドイッチ類の製造・販売
資　本　金／100百万円　　創　　　 業／1995年6月
売　上　高／3,156百万円 社　員　数／28名

愛知ミタカ運輸 株式会社
本社所在地／〒453-0015　名古屋市中村区椿町16番8号
　　　　　 ノノガワ名駅ビル7階
事 業 内 容／パン・菓子類の輸送・配送
資　本　金／88百万円 　  創　　　 業／1986年4月
売　上　高／5,373百万円 社　員　数／136名

パスコ・ロジスティクス株式会社
本社所在地／〒243-0432　神奈川県海老名市
　　　　　中央二丁目5番28号 宝来ビル3階

事 業 内 容／パン・菓子類の輸送・配送
資　本　金／80百万円　　 創　　　 業／1998年3月
売　上　高／4,287百万円 社　員　数／256名

株式会社 パスコ・エクスプレス
本社所在地／〒484-0888
　　　　　 愛知県犬山市大字羽黒新田字不二見坂1-5
事 業 内 容／パン・菓子類の輸送・配送
資　本　金／80百万円 　 創　　　 業／2007年9月
売　上　高／2,221百万円 社　員　数／189名

Pasco Corporation of America
本社所在地／6500 N.Marine Dr., Portland,
　　　　　OR 97203 U.S.A

事 業 内 容／米国での冷凍生地の製造・販売
資　本　金／22,650千米ドル 創　　　 業／1979年12月
売　上　高／12,390千米ドル 社　員　数／62名

Panash Limited
本社所在地／Room 1615 Hang Lung Centre，2-20
　　　　　 Paterson Street，Causeway Bay，Hong Kong
事 業 内 容／香港でのベーカリー経営
資　本　金／12,800千香港ドル   創　　　 業／1983年7月
売　上　高／122,363千香港ドル   社　員　数／222名

※2010年8月末現在

製パン部門
1920年（大正9年）の創業以来、製パ
ン部門は一貫して事業の中心であり続
けてきました。長い伝統に培われた技術
力と、常に新しい価値づくりを指向する
チャレンジ精神は、数々のロングセラー
商品を生み、食事用パン市場で「超
熟」シリーズがNo.1のシェアを獲得する
など、トップメーカーの自負と誇りをもって
事業を展開しています。
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トップ コミットメント

敷島製パン株式会社　代表取締役社長　盛田 淳夫

社会から生かされている
会社であり続ける意義
2010年、Pascoは創業90周年を迎えました。長い年月にわたってパンづくりを続けることができたのは、

Pascoという企業がお客さまや社会から認められ、信頼され、生かされているからこそと考えています。

これからもPascoの存在意義をお客さまに、社会に認めていただくために、

100周年に向けての今後10年間、Pascoは何をめざし、どう取り組んでいくのか。

当社社長の盛田とCSR顧問であるデイヴィス・スコットが話し合いました。

Pascoは常に、時代の社会背景に合わせて、自ら“イ
ノベーション”してきました。そのような日々の繰り返し
が、Pascoの長い歴史と伝統につながってきたのでは
ないかと思っています。

デイヴィス：Pascoがこれからもパンづくりを続けてい
く上で、不可欠だと思うことは何でしょうか？

盛田：お客さまが求めるものは時代によって変化しま
す。その変化に応えることが、これからもパンづくりを
続けていく上で必要です。
90年前、創業者は当時の社会不安や、米騒動が起きる
ような食料不足に心を痛め、パンづくりで社会に貢献し
ようと考えました。パン事業は、金儲けのために始めた
ことではないのです。この考えは創業90周年を迎えた
今も変わりませんし、100周年を迎える時も変わらない
でしょう。「パンづくりで社会に貢献する」という創業の
精神こそが、Pascoが守るべきものと考えています。
現在は、世界的に食料の争奪戦が起きている時代です。
10年後には穀物の需給がひっ迫し、さらに価格が高騰
する可能性があります。こうした情勢を踏まえ、日本は
食料自給率を現状の40％から、10年後の2020年に
は50％に引き上げようとしています。この社会的な
課題に対して、Pascoが貢献できることが何かあるは
ずです。たとえば、小麦の生産者と連携してパン用の
小麦を国内で育て、それを使ったパンをつくることや、
米粉を使った商品を開発していくことなども、食料自給
率の向上に役立つと考えています。

デイヴィス：Pascoは創業して90年が経ちました。
歴史が長いですね。

盛田：1920年創業のPascoには、確かに長い歴史と
伝統があります。しかし、この歴史と伝統というものは、
日々の努力の積み重ねの結果であると考えています。

守るべき伝統は、
「パンづくりで社会に貢献する」
創業の精神とイノベーション。
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CSR顧問　デイヴィス・スコット

企業倫理や経営・人材管理分野に幅広く精通し、企業の
社会的責任（CSR）経営に関する研究を行う。立教大学経
営学部教授。2008年からは、敷島製パン株式会社のCSR
顧問として、専門的な視点から助言を行っている。

デイヴィス：Pascoでは、これまでにないパンづくりを
めざし、超熟シリーズでは小麦本来のおいしさを味わ
っていただけるよう、「余計なものは入れない」という
コンセプトでイーストフードや乳化剤の不使用を実現
しています。また、パンや菓子に使用するマーガリンな
どの油脂について、段階的にトランス脂肪酸の少ない
ものに切り替えています。こういう取り組みは、パンを
製造する技術の面から考えれば大変なことだと思うの
ですが、なぜこのような道を選択したのでしょう。

盛田：イーストフードや乳化剤、トランス脂肪酸低減へ
の取り組みは、大変な道を選んだというよりも、お客さ
まが求めることにどう応えるかを考え、行動した結果
であると思っています。当たり前のことかもしれません
が、これまでの技術ではなしえない、新たなチャレンジ
を要する目標にもなりました。このような仕事に携わっ
たことで、社員のモチベーションが上がり、達成したと
きの喜びも大きなものがありました。

デイヴィス：これからの10年先を見据えた時に、食料
自給率の向上はやはり関心の高いテーマですね。フー
ドマイレージ※や地産地消という考えからも、国産小麦
に注目が集まっていると感じます。国産小麦は、これか
ら生産量を伸ばしていくことができるのでしょうか？

盛田：日本の気候風土は麺用の小麦には向いている
が、パン用小麦の生育には合わない、というのが今ま
での常識でした。ところが最近、その常識をくつがえ
し、欧米のパン用小麦に匹敵する品質の“ゆめちから”
という小麦が開発されたのです。しかしながら、生産者
としては「“ゆめちから”をつくっても果たして購入して
もらえるのだろうか」という半信半疑の状態なのかもし
れません。この取り組みは、今はまだよちよち歩きの段
階ですから。私は昨年、北海道の生産者にも直接会っ
て「このような品質の小麦であれば、Pascoが購入す
るので安心して生産をしてください」とお話をしてきま
した。さらに、試験用に栽培された“ゆめちから”を使っ
て当社がパンをつくり、それを生産者に実際に食べて
もらって、「こんなにおいしいパンができるのだ」とい
うことを実感してもらいました。
国内産小麦“ゆめちから”でパンをつくり、食料自給率
の向上に貢献することは大きな夢です。この夢を持ち
続ければ、食料自給率の向上に貢献できるだけではな
く、国内の生産者やメーカーの発展にも役立つと思っ
ています。

食料自給率の向上に貢献するため、
国産小麦を使った商品の開発をめざす。

お客さまの期待に応え続けることが、
Pascoの歩む道。
パンづくりに近道はない。

2010年5月 Pasco本社屋上にて
本社屋上では“ゆめちから”の育成を行っています。

※フードマイレージ：輸入食料の総重量と輸送距離を乗じて数値化したもの。生産地から
食卓までの距離が短い食べ物を食べることで、輸送に伴って発生する二酸化炭素（ＣＯ2）
など温室効果ガスの排出量を少なくして、環境への負荷を小さくする「フード・マイルズ」とい
う考え方に基づく。

Pasco 06



トップ コミットメント

デイヴィス：意見交換会でのその言葉は、“主婦”とし
て、“お母さん”として「家族の健康を守るためには妥
協をしない」というお考えによるものだと思います。妥
協しないお客さまがいらっしゃるから妥協しない企業が
育っていくという、極めて印象的なことでした。

デイヴィス：Pascoとお客さまの理想的な関係とは、ど
のような関係だと考えていますか？
私は、お客さまが「Pascoのおかげで食卓が楽しい
な、家族が幸せになったな」と感じていただけるような
関係が理想だと思いますが、いかがでしょうか？

盛田：お客さまはPascoがつくる商品の魅力に加え、
さらに企業理念をご理解いただいた上で、Pascoの
商品を毎日お求めいただいている、と私は信じていま
す。このようなお客さまからのご期待・信頼を、私たち
は決して裏切ることはできません。さらに頑張ろうとい
う気持ちになります。ご期待に応えるものづくりだから
こそ、おいしいものができると思っていただける、そう
いう関係性を大切にしたいと考えています。
2008年版のCSR報告書では、刈谷工場でのお客さ
まとの意見交換会の記事を掲載していますが、その意
見交換会である主婦の方がおっしゃいました。「生活
者にとってパンの価格は安いにこしたことはないけれ
ど、Pascoがここまで生活者のことを考えて取り組ん
でいるということを知ると、理由なく価格が安いパンは
買いたくない」と。
私は、この言葉が忘れられません。その後、各現場や
工場に行った際は、社員に必ずこの話をするようにし
ています。

妥協しない企業を育てるのは、
妥協しないお客さま。
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デイヴィス：Pascoの社員に求めるものは何ですか？

盛田：たとえば、開発担当者なら研究室に閉じこもって
パソコン相手に仕事をするだけではなく、お客さまに近
いところに行って声を聞くことも必要です。営業担当者
が現場で聞いた「○○なパンをつくって欲しい」という
お客さまの声を受け止
め、パンづくりに生かし
ていく。逆に、営業担当
は開発がつくってくれる
ものを待つのでなく、自
分たちが商品をつくる、
という意識も持つ。私
は、このような組織の壁
を超えたクロスファンク
ショナルな取り組みが大
切だといつも言っています。「Pascoは、社会の一員と
して、社会から生かされている」という認識に立ち、社
会からの期待にどう応えるのか。また、期待を裏切らな
いためにどうすべきかを心がけてもらいたいのです。社
員には“誰のために”ということに対して、敏感になるよ
うに心がけて欲しいと考えています。
社会の視線や要求に早く気づき、対応することが大切
です。そのため社内では、仕事に取り組む上での問題
点をみんなで共有しようと考えています。仕事をしてい
る人ほど、いろいろな困難や問題に直面するものです。
私は問題の“見える化”をし、改善をしていこうとする姿
勢を評価したいのです。

デイヴィス：Pascoは海外でも事業を展開しています。
海外におけるパンづくりを通じた社会貢献については
どのように考えていますか？

盛田：インドネシアでの事業は、現地パートナーからの
「現地に製パン事業がないので、協力してもらいたい」
という申し出から始まりました。Pascoとしては、こうし
た現地パートナーの想いにできるだけ応えようと、技術
提携を結んでいます。“Pasco”というブランド名をつけた
想いには、パン・パシフィック（世界に広がる）という言葉

盛田：パンづくりという
のは、お客さまに一度買
っていただいて終わりと
いう関係ではありませ
ん。お客さまが何を想っ
ているのか、そういうこ
とに対して鈍感で一人
よがりな商品づくりをし
ていたら、お客さまとの
関係は長続きしないと思います。お客さまの要求や不
安、想いなどを常に受け止め、その声に応えることが
大事だと改めて感じています。
Pascoが追い求めるパンとは、お客さまの“想い”に
応えるパンです。それは、決まった形があるわけではあ
りません。目に見えないかもしれません。だからこそお
客さまの声を形にする、たゆまぬ努力こそが大事だと
考えています。

現地企業とのパートナーシップを結び、
海外に製パン技術を提供していく。

お客さまに選ばれるPascoであるために、
社員一人ひとりの意識も大事。
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CSRは景気に左右されるものではないはずです。
CSR報告書はPascoの考えや取り組みを紹介する
“見える化”であり、社員にとっては教科書のような存
在かもしれません。
PascoのCSR報告書は、会社のPRのために“見せる
もの”ではなく、Pascoを理解していただくために“見
ていただくもの”だと思います。

デイヴィス：最後に、読者のみなさまに何かメッセージ
はありますか？

盛田：Pascoは、社会から生かされています。それは、
お客さまや周囲の方々が、Pascoの考えや姿勢につ
いてきちんとご理解いただいた上で、Pascoを支持
し、Pascoの商品を買ってくださっている、ということ
だと私は信じています。特にパンは、口に入れた瞬間
においしい、まずいという判断がなされるものです。お
客さまに毎日判断をされ続けているという認識を、社
員一人ひとりが持たなければなりません。これからもお
客さまのご期待に応えていく自己努力の継続こそが大
切なのです。そのためにもCSR活動を行い、CSR報
告書をつくり、社員一人ひとりに「Pascoは社会に生
かされている」という考えをさらに浸透させていきた
いと考えています。

の意味も込めています。今後も海外で現地パートナー
と事業を展開する際には、現地でしっかり事業を営ん
でいる企業と組んでいきたいと思います。法律や宗教
的な違いなども含めた、現地での実情に合わせて、製
パン技術を提供していきたいと考えています。

デイヴィス：100年に一度の経済危機といわれている
厳しい経済情勢の中、CSR活動をやってきた企業の
中には、CSR活動を縮小するとか、報告書をつくらな
い、という企業も見られるようになりました。Pasco
は、CSRについてどのように考えていますか？

盛田：Pascoは、お客さまを中心とし、社会に生かされて
いるのですから、お客さまや社会のご期待に応えること
は当然の使命です。それこそがCSRだと考えています。

社会から生かされている
会社であり続けるために。

PascoのCSRとは、
お客さまや社会の期待に応えること。
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当たり前のことを誠実にやり続ける姿勢が
社会からの信頼につながっています。

対 談 を 終 えて

盛田社長とはこれまでに何度もお話する機会がありまし
た。話題はその都度異なるものの、変わらないテーマが
必ずありました。その普遍的なテーマはこの対談でも明
らかになりました。

そのうちの1つ目のテーマは、「使命（ミッション）」です。
Pascoは、人々が希望する健康や楽しみ、利便性のある
食生活を実現することを目的として創立されました。その
ためPascoは絶えず、変革と革新（イノベーション）の推
進のために専門的知識と、変革の実現に向けた管理能
力の向上が必要となります。これらによって、良いところを
維持し、より利便性が向上されるものを改善することがで
きます。
このビジネス手法は、“匠（たくみ）”といわれる職人と同
様に、Pascoの人々は過去にやったことではなく、できるよ
うになったことが自らの尺度になります。これにより、形骸
化することなく、Pascoらしさがより発揮されていく、生き
たミッションが実現できます。

2つ目のテーマは、「パートナーシップ」です。
Pascoは、相手との長期的な関係を築いていくことを重
んじていますので、パートナーシップの質が重視されま
す。パンは一瞬にして消費される性格を持つ反面、良い
ものをつくり上げるために実に長い時間が必要となるも
のです。そのため、お客さまやお取引先様、穀物生産者
様など、多くの人々にとって良きパートナーでいることが
極めて重要となります。Pascoは、自社のパートナーとし
ての質を、社会および産業全体を構成する組織、企業な
どからの“信頼”という指標で測ります。信頼される企業
は、市場や産業全体からの信頼が低い会社には成しえ
ない、変革を成し遂げることが可能となります。よって、ミッ
ションの実現をめざすPascoにとってパートナーシップが
極めて重要な課題となります。

3つ目のテーマは、「客観性」です。
Pascoにとっての客観性とは、お客さまが生活において
何を望むのか、何に価値を見出すのかを敏感に感じ取
り、それを達成するために、何ができたのか、何ができな
ければいけないのかを、お客さまやパートナーの立場か
ら考えることです。

会社である以上、収益も大事です。しかし、Pascoの客
観性は、お客さまのために提供できる価値を評価するビ
ジネスの業績指標として重視されるべきものです。

これら3つのテーマを合わせることによって、「社会から生か
されている会社であり続けていく」ことが可能になります。
今回の対談では、Pascoが社会からの信頼を重視して
いることがよく伝わります。そして、最も優れた製パン会社
であり続けていくために、いかに努力をするのかについ
てもよくわかります。「食卓の危機」とまで呼ばれるこの時
代において、Pascoという会社は信頼を重視し努力を怠
らない点で、貴重な存在かもしれません。

私が盛田社長に初めてお会いしたときに、会社経営にお
ける誠実さと、本業による社会に対する貢献度の高さを
称賛しましたが、それに対する社長の回答は「私たち
は、特別なことをしている訳ではなく、当たり前のことをし
ているだけです。」ということでした。
この一見非常に簡単な回答の真の意味を先日思い知ら
されました。2009年版のCSR報告書をお読みになった
お客さまが私に述べたときのことです。それは、「知れば
知るほど、好きになります、この会社」という言葉でした。
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日本の食料自給率の推移
（カロリーベース）

先進国との食料自給率の比較
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食料自給率の向上に貢献するために、
Pascoが取り組んでいること。
世界的な食料価格の高騰や、食の安全・安心に対する意識の高まりなどにより、食料自給率

が注目されるようになってきました。日本の食料自給率は1960年代には70％を維持していまし

たが、その後は徐々に低下し、2009年度は40％。日本は60％の食料を輸入に頼っていること

になります。現在、40％の食料自給率を2020年には50％まで引き上げようと、政府によるさまざ

まな取り組みが始まっています。

「パンづくりで社会に貢献する」という創業の精神を大切にするPasco

は、こうした取り組みに賛同し、「フード・アクション・ニッポン」をはじめとする

農林水産省のプロジェクトに参画しています。食料自給率の向上に貢献

するため、国産小麦や国産米粉を使用した商品を開発・発売していま

す。また、今後国産小麦や国産米粉をどう活用していくのか、その活用

方法などを研究する中長期的なプロジェクトにも取り組んでいます。

安全・安心な食を未来の日本の食卓につなげていくための、Pascoの取り組みを紹介します。

※文章中のパーセンテージは「カロリーベース総合食料自給率」で、それぞれの食料に含まれるカロリーを用いて計算した食料自給
率のこと。自給率の計算には、その他に食料の重さそのものを用いて計算した「重量ベース自給率」、価格を用いて計算した「生
産額ベース総合食料自給率」があります。

日本の食卓のため
に

特  集

「フード・アクション・
ニッポン」とは、日本
の食を次の世代に
残し、創るために、
民間企業・団体・行
政等が一体になっ
て推進する、食料自
給率向上に向けた
国民運動です。 
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今まで発売してきた米粉商品

（万t）

農林水産省調べ

これまでも国産の小麦と米粉で
パンをつくってきました。

日本の気候風土はパン用小麦の生育に適さないこともあり、日本のパン用小麦の自給率はわずか１％です。農林水産省

の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構では、日本でも栽培できるパン用小麦の研究開発に取り組み、国

産パン用小麦も開発しています。それらを使用してPascoはこれまでにも「北海道産小麦使用バゲット」など、国産小麦を

使った商品を開発・発売してきましたが、今後より多くの国産小麦を使用したパンを発売していくためには、日本国内での

パン用小麦の生産量を増やしていく必要があります。

お米特有の甘みともっちりとした食感が特徴の国産米粉。

Pascoは国産米粉をパンの原材料にすれば、米の味に慣

れ親しむ日本人の味覚に合ったパンができることに以前か

ら着目していました。これまでにも食事用パンをはじめ、ロー

ルケーキや蒸しパンといった菓子に国産米粉を使用してい

ます。２００9年から農林水産省のプロジェクトに参画し、食

料自給率の向上を目的に、パンに適した新

品種の米の選定に取り組んでいます。

国産米粉のもっちり感が味わえる商品が登場しています。

「フード・アクション・ニッポン」の活動の一つとして
2009年10月に発足した“米粉倶楽部”。これは国
産米粉の消費量を増やし、食料自給率向上につなげ
ることを目的にした取り組みで、Pascoをはじめ、さ
まざまな企業が参画しています。Pascoでは「お米
入りロールパン5個入」など、国産米粉を使用した
商品のパッケージに“米粉倶楽部”のマークを付け
て販売しています。

国産小麦を使った商品の開発に取り組んでいます。

“米粉倶楽部”のメンバーとして
活動しています。

小麦

米粉

小麦の自給率

輸入小麦
国産小麦

小麦全体の
自給率＝14％

国
内
消
費
量（
万
ト
ン
）
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パン用 中華麺用 家庭用 菓子用 うどん用
1% 3% 6% 23% 64%
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新しい国産小麦
ゆめちから
（超強力粉）

従来の国産小麦
ホクシンなど
（中力粉）

ブレンドすることにより輸入小麦に負けない
ふっくら、もっちりとしたパンができます。

強力粉

中力粉

薄力粉

パン・中華麺 など

うどん・そうめん・お好み焼きなど

ケーキ・クッキー・天ぷら粉 など

多い

少ない

タ
ン
パ
ク
質

（
グ
ル
テ
ン
）

小麦粉の種類

パン“ゆめちから”を使った食パ
「北海道の大地から」

新しい“おいしさ”をつくる取り組みを始めています。

新しく開発された国産パン用小麦“ゆめちから”の食品開発のプロジェ

クトが、2010年7月からスタートしました。Pascoもこのプロジェクトに参

画しています。“ゆめちから”は従来の国産小麦とブレンドすることによっ

て、もっちりとした食感を生かしたパンをつくることができます。Pasco

は、このプロジェクトが本格的にスタートする以前から、“ゆめちから”を

使ったパンの試作を行ってきました。2009年12月には北海道農業研

究センターで収穫された“ゆめちから”で「北海道の大地から」を生産し、

通信販売限定で600本を販売しました。

Pascoは国産米粉を原料に使用したパンや菓子を開発してきました。また、Pascoが参画する農林水産省の新たなプロジェクトが

2010年から始まりました。これは、乳化剤のように油脂と水を均一に混ぜ合わせる効果を持つ素材を、国産米粉から開発するとい

うものです。国産米粉をそのままパンの原材料にするだけでなく、乳化剤に代わる素材として活用する新しい試みにもトライして、

国産米粉の使用量増加につなげていきます。

国産米粉の新しい利用の仕方や可能性を見つけていきます。

新しい国産小麦“ゆめちから”とともに、第一歩を踏み出しました。

これからは食事用パンのみならず、バウムクーヘ

ンや蒸しパン、シフォンケーキなどの菓子にも積

極的に国産米粉を使用していきます。国産米粉

の持ち味である甘みやもっちりとした食感を生か

したおいしいパンをつくり、よりお手頃な価格で提

供できるように取り組んでいきます。

今後の取り組み

国産米粉を使ったおいしさを、
いろいろ増やしていきます。

小麦

米粉



生産者のみなさんと手を取り合い、より良い関係を築いていきます。

おいしい国産米粉のパンで、
地域の人 に々笑顔もお届けします。
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新品種新品種新品種新品種新品種新新品種新品種種です。です。です。です。です。です。です。“ゆめ“ゆめ“ゆめゆめゆめゆめゆめゆ ちからちからちからちちからちからちからち ”によ”によ”によにによによによによって国って国って国てって国って国って国国産小麦産小麦産小麦産小麦産小麦産小麦産小麦小麦でもおでもおでもおでもおおでもおでももおでも いしいいしいいしいいしいいしいいしいしし パンパンパパンン
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グループ企業である第一食品では、

2010年2月から富山市内の学校給食

に、国産米粉を使った食パンを提供し

ています。米粉は小麦粉と比べて膨ら

みにくい性質がありますが、米粉の配

合量をなるべく増やそうと試作を重ね、

小麦粉60％に対して国産米粉40％を

配合した食パンをつくりました。国産米

粉の甘みが感じられる食パンは子ども

たちからも「おいしい」と好評です。

また、社長自ら講師を務め、地元の製

パンメーカーの方 を々対象に学校給食

用米粉食パンの配合や製法について

の講習会を開催しました。

今後も国産米粉、特に地元北陸産の

米粉を使った商品の開発と提供を通じ

て、地産地消や食料自給率向上に貢

献していきたいと考えています。

“ゆめちから”のプロジェクトは、まだ始まったばかりで

す。今あるパンに“ゆめちから”を使用するには、パン

の種類ごとにテストを行い、“ゆめちから”の特性であ

るもっちり感が生きる最適な配合を見極める必要

があります。2009年に発売した「北海道の大地か

ら」に続き、“ゆめちから”を使った新商品づくりにも

力を入れていきます。

今後の取り組み

“ゆめちから”で新しいパンをつくる、
夢がふくらみ始めています。 “ゆ“ゆ“ゆ“ゆ“ゆ“ゆゆゆめちめちめちめちめちめちめちめちからからからかららからからからかか ”を”を”を”を”を”を”ををを使っ使っ使っ使使っ使使使 たパたパたパたパたたパたパパたパンにンにンにンにンにンンにンににン 期待期待期待待期待期待期待期待

“ゆめちから”を使ったパンづくりを進めていくためには、生産者の方とより良い関係を築くことも大切です。生産者の方が、安心して小麦づくり

ができるように、盛田社長が北海道の生産者の方を訪ね、話し合いを行っています。食料自給率の向上を支援するためには“ゆめちから”を

パンづくりに使うことはもちろん、生産者の方が安心して小麦を生産できる環境づくりに貢献することも大切な使命であると考えています。
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米粉を使用した菓子パンも開発しました。（開発室にて）

第一食品（株） 安井社長

米粉は小麦粉と違ってタンパク
質が少ないので、生地が硬くな
りやすいという難しい特性もあ
ります。そこをクリアするためにり
製法をいろいろと工夫しながら、製
米粉のもつ甘みを生かすような
パンの開発を進めています。
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パンづくりの想いとこだわり

パンづくりを通じて
食生活をより楽しく、より豊かに。

刈谷工場では製造・開発・営業メンバーが一体となった刈谷工場では製造 開発 営業メンバ が 体とな た刈谷工場では製造 開発 営業メンバ が 体とな た
商品開発で、ヒット商品を数多く生み出しています。
中でも２０１０年４月に発売した、中でも２０１０年４月に発売した
ちぎって食べられるシナモンロール「ちぎってシナモン」は
大ヒット商品となりました。

お客さまにお届けする商品が安全・安心であること。

「おいしい」と満足していただき、お客さまの健康と美に貢献すること。

そのために、誠実に取り組み続けることは、Pascoにとって当たり前のことです。

ライフスタイルが多様化した現代は、お客さまのニーズも多様化しています。

Pascoは、常にお客さまが何を求めているのかを考えてパンづくりを行っており、

トランス脂肪酸や添加物の低減にいち早く取り組んできました。

また、保存料を使用せずにおいしさを長持ちさせるロングライフ商品や、

ご家庭で手軽に焼きたてパンができる冷凍パン生地「ジャポルトプレジール」※の通信販売も行い、

多様化する食のシーンに対応しています。

お客さまが求めているパンをお届けするために、さまざまな部門が連携し、お客さまと一体となって

パンをつくり続けるPasco。その技術とパンづくりの想いは、海外にも広がっています。

北陸エリアの営業メンバーと、リアの営業メンバ とア
グル プ企業第 食品の開発メンバ がグループ企業第一食品の開発メンバーが
毎月集まって、商品開発のミーティングを開催ま て 商品開発のミ テ ングを開催催。催
「豆パン」や「カステラサンド」など、
北陸エリアのヒット商品を生み出しています。リアのヒト商品を生み出していますア

日々、お取引先様やお客さまの声を日
肌で感じている、営業メンバーが発案して肌
開発された「大きなメロンパン」。開
大きな外観が目を引き、サービスエリアなどで大
行楽のお客さまに喜んでいただいています。
（写真は、開発に携わったPasco営業担当と
お取引先様のサービスエリアベーカリーの方）

※「ジャポルトプレジール」についてはWebサイトをご参照ください。http://www.japporte-plaisir.com/

お客さまの声にお応えする商品をお届けしていくために、開発メンバーだけでなく、

営業や製造などいろいろな部門のメンバーが意見を交わしながら商品開発を行っています。
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人にやさしいパンづくりで、
健やかな食生活を支えます。

お客さまの声をより積極的に商品づくりに取り入れようと、2003
年よりパスコ・サポーターズ・クラブの運営を開始しました。会員の
みなさまにはWebアンケートやグループインタビューを通じてご意
見やご要望をいただき、商品開発や改良に反映させています。

今年も会員のみなさまを対象とした各工場見学会に
多数の方にご参加いただきました。製造ラインのご見学
や焼きたてパンのご試食等を行い、質問コーナーでは
貴重なご意見もいただきました。

パスコ・サポーターズ・クラブとは

トラントラントラントラントラントラントランス脂肪ス脂肪ス脂肪脂肪ス脂肪ス脂肪ス脂肪肪酸を低酸を低酸を低酸を低酸を低酸を低酸を低減させ減させ減させ減させ減させせ減させ減させた油脂た油脂た油脂た油脂た油脂脂た油脂た油脂脂自体を自体を自体を自体を自体を自体自体を自体を開発す開発す開発す開発す開発す開発す開発す発 るのるのるのるのるのるのるの

は原料は原料は原料は メーカメーカメーカーカー様でー様でー様でー様ですが、すが、すが、す その油その油その油脂が従脂が従従来と同来と同来と同じ機じ機じ機機

能を備能を備能を備能を備えていえていえていえているかをるかをるかをるかをか 確認す確認す確認す確認するのはるのはるのはのは私たち私たちです。です。す 低トラ低トラ低トララ低低

ンス脂ンス脂ンス脂ンス脂ンス脂ンス脂脂ン 肪酸の肪酸の肪酸の肪酸の肪酸の肪酸の肪酸の肪酸の肪酸の酸 油脂に油脂に油脂に油脂に油脂にに油脂に油脂に油 切り替切り替切り替切り替切り替切り切り替切り替切 えてもえてもえてもえてもえてもえてもても、その、そのその、そのそのそのその商品の商品の商品の商品の商品の商品の商品の商品 味わ味わ味わ味わ味わ味わ味わ味

い・品い・品い・品い・品質が従質が従質が従質が従来通り来通り来通り来通りのもののもののもののもののののののでなけでなけけけけければ、ば、ば お客さお客さ客さお まにはまにはまには

納得い納得い納得い納得いただけただけただけませんませんませんせん。その。そのそのそ ため何ため何ため何何度も試度も試度も試度も試度 作を行作を行作を行作を行いいい、結果を原を原料メー料メー料メ料メーカー様カー様カー様様にににに

フフフフィーフィーフィーフィ ドバッドバッバッドバッドバドバドバ クしてクしてクしてクしてクしてクしてクして改良し改良し改良し改良し改良し改良し改良してもらてもらてもらてもらてもらてもらてもらう…とう…とう…とう…とう…とう とう とといったいったいったい たい たい たいいったやりとやりとやりとやりとやりとやりとりとりを繰りを繰りを繰繰りを繰りを繰りを繰り返しり返しり返しり返しり返しり返しり返しり 、協力、協力、協力、協力協力協力協力力しながしながしながしながしながしながしながな ら、ら、らららららららら

パンやパンやパンやパンやンやンや菓子の菓子の菓子の子の菓子の菓子の菓子の菓子子 トラントラントラントラントラントラトラ ス脂肪ス脂肪ス脂肪ス脂肪ス脂肪脂肪脂肪脂肪脂脂肪酸の低酸の低酸の低酸の低酸の低酸 低酸 低低低低減に取減に取減に取減に取減に取取減 取減 取取減 り組んり組んり組んりり組り組 できまできまできまできました。た。したしたした。。今後も今後も今後も今後も今後も今後今後今後 引き続引き続引き続引き続引

き、安き、安き、安き、安全・安全・安全・安全・安心な商心な商心な商心な商品の提品の提品の提の品の提供のた供のた供のた供のた供 め 取め、取め、取め、取り組みり組みり組みを続けを続け続けていきて ます。ますすす。。

トラトラトラトラトラトラトララト ンスンスンスンスンスンスンスス脂肪脂肪脂肪脂肪脂肪肪脂肪脂肪脂肪酸低酸低酸低酸低酸低低酸低低酸低酸 減の減の減の減の減の減の減の減 取り取り取り取取り取り取り組み組み組み組み組み組み組み

製品開製品開製品開製品開開発部 発部 発部 発部 部 製品開製品開製品開製品開品 発一グ発一グ発一ググループループループループ    高光高光高光高光 健 健 健健太郎太郎太郎太郎郎

毎日の食事は人々の健やかな体をつくり、いきいきとした生命の源になる大切なもの。

Pascoはお客さまの健康に貢献するため、トランス脂肪酸や添加物の低減に取り組んでいます。

パスコ・サポーターズ・クラブは、
商品づくりの強い味方です。

食品添加物を減らしています。
Pascoがパンや菓子づくりに使用する食品添加物は、厚生

労働省で安全性が認められているものばかりです。しかし、

「より安全・安心なものを食べたい」というお客さまの声に応え

て、「超熟」シリーズなど一部の商品は乳化剤やイーストフード

不使用にしました。その他の商品についても、使用する添加

物の種類や使用量の低減に力を入れています。

パスコ・サポーターズ・クラブ会員のみなさまには、お客さまの代表と
して新商品のご感想などをお伺いしています。
2009年、2010年は通信販売限定商品である冷凍パン生地
「ジャポルトプレジール」のモニター企画を実施しました。さまざまな
ご意見やご感想をいただき、より良い商品づくりに活用しています。

会員のみなさまの声や想いが、
より良い商品をつくります。

工 場 見 学 会

刈谷工場
（2010年8月18日）

豊中工場
（2010年8月11日）

利根工場
（2010年8月27日）

トランス脂肪酸低減に
取り組んでいます。

トランス脂肪酸とは、マーガリンやショートニングなど、加工油
脂の製造過程で生成される脂肪酸の一種で、大量に摂取す
ると心臓疾患のリスクを高めるといわれています。
Pascoは2006年2月より、パンや菓子に使用する油脂（マー
ガリン、ショートニング）を、トランス脂肪酸の含有量が少ない
ものに順次切り替えています。

代表的な低減例
（100g当り）

超熟食パン

0.7g
低減前

0.1g
現在

0.9g
低減前

0.2g
現在

超熟ロール

世界保健機関（ＷＨＯ）は２００３
年、1日当りのトランス脂肪酸の平
均摂取量は最大でも総エネル
ギー摂取量の１％未満とするよう
勧告を行いました。
日本人１日当りのトランス脂肪酸
の平均摂取量は、１．３ｇ（総エネル
ギー摂取量の０．６％）程度となって
いますが、日本における最近の研
究では、若年層や女性などに摂取
量が２ｇ（同１％）を超える高摂取
層があるとの報告もあります。
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パンづくりの想いとこだわり

岡山ベーカリーサポートセンターを開設。
お取引先様のニーズに合った商品を提案していきます。

冷凍冷凍冷冷凍パンパンパンパンン生地生地生地生地地の営営の営営営業ス業ス業ス業スタイタイイイイルはルはルはルは、、、

スースースースース パーパーパーパパ やコややコやコやコンビンビンビビニエニエニニ ンスンスンスンスンスストストストストトス アなアなアななどどどど

で売で売で売売売られられられられら ていていていていいるパるパるパパる ンのンのンのンン 場合場合場合場場合とはとはとはとはと 異な異な異な異な

りまりまりまます。す。す。す。担当担当担当担担 者は者は者は者はお取お取お取お取取引先引先引先引先先様に様に様に様に様 冷冷冷冷

凍パ凍パ凍パパ凍パン生ン生ン生ン生地の地の地の状態状態状態状態状態ではではではでははなくなくなくなくな 、焼焼、焼焼き上き上き上き上き上

げたげたげたたた商品商品商品商 としとしとししして提て提て提てて提提案す案す案す案す案する必る必る必る必必要が要が要要ががありありありありりますすますますま 。ま。ま。ま。また、た、たた、た、それそれそれそれぞれぞれぞれれぞ のベのベのベのベのベーカーカーカーカカリーリーーーリ

の客の客の客の客の客客層や層や層や層や層や層 立地立地立地立地地条件条件条件条件などなどなどなどな をふをふをふをふまえまええまえて、て、て、、て 品揃品揃品揃品揃品 えやえややえやえや販売販売販売販売販 促進促進促進促 、商、商商商品の品の品の品のの品 売り売り売り売りり

方・方方方・見せ見せ見せ見せ見せ方、方、方、方方 つくつくつくくり方り方りり方方の指の指の指の指指導ま導ま導ま導ま導導導 ででトートートーータルタルタルタルタ にコにコにコココーデーデーデーデーディネィネィネィネートートトトするするするすることことことことが大が大が大が大

切な切な切切な切な役目目役目役目ですですですですです。P。P。P。asasscococoではではではででは、パ、パ、パ、パパンをンをンをンを焼く焼く焼く焼く焼 厨房厨房房房厨房と、と、とと、と、プレプレプレレプ ゼンゼンゼンゼンゼ テーテーテーショショショションをンンをン 行行行行

う会う会う会う会議室議室議室議室議室を併を併を併を併設し設し設し設したたたたたベーベーベーベ カリカリカリカリーサーーサポーポーポーポ トセセトセトセセセンタンタンタタターをーをーををこれこれこれこれここ までまでまででまでに仙に仙に仙に仙仙台、台、台、台台

渋谷渋谷渋谷渋谷、刈、刈、刈、刈谷（谷（谷（愛知愛知愛知知愛知知）、）、）、）豊中豊中豊豊中豊中（大（大（大大阪）阪）阪）阪 、熊、熊、熊熊本に本に本に本に設置設置設置設置置してしててていまいまいまいまい す。す。すす。営業営業営業業営 担当担当担当担

者は者は者は者はベーベーベーカリカリカリリカリーサーサーササポーポポポートセトセトセセンタンタンターでーでーでで新作新作新作新作の冷の冷冷冷の冷の冷凍パ凍パパ凍パ凍パン生ン生ンン生地を地を地を地を焼い焼い焼焼 ておておておておお取取取取取

引先引先引先引引先様に様に様に様に様 提案提案提提 しししたりたりたりたり、お、おお、お取引取引取引取 先様先様先様先様様を招を招招招を招いていていてい 一緒一緒一緒にパにパにパにパンをンをンンをを試作試作試作したしたしたたし り、り、りり

定期定期定定期的にに的的に商品商品商品商品展示展示展示展 会を会を会を会を開催開催開催開催催催するするするるするなどなどなど、魅、魅魅魅力あ力あ力ああ力 る売る売る売売売場づ場づ場づ場づ場 くりくりくりくりりがでがでがででがででができるきるきるきるよよ

う支う支う支支う 援し援し援援し援 ていていていますますすすますす。

そしそしそして2て2て2て 01010110年0年年年7月7月7月7 にはにはにはにはに 、新、新、新新たにたにたにたたに中国中国中国国・四・四四・四国エ国エ国エ国エ国エエリアリアリアリアリアの拠の拠の拠の拠の拠点と点と点と点としてしてしてしてて岡山岡山岡山山岡山

ベーベーベーベーカリカリカリカカリーサーサーサササポーポポーポートセトセトセトト ンタンタンタターーをーをーを開設開設開設開設し、しし、し、展示展示展示展示示商談商談商談商談商談会を会を会をを行い行い行い行い、多、多多、多くのくのくのく おおおおお

取引取引取引取引先様先様先様先様先 にごにごにごご来場来場来場来場いたいたいたただきだきだきだきだきましましましましました。た。た。今後今後今後今後もおもおもおお取引取引取引取引先様先様先様先様様に応に応に応に応応じたじたじたじた商商商商

品提品提品提品提案や案や案や技術技術技術術技 指導指導指導指 ををををを行う行う行う行う行うなどなどどなな 、ベ、ベ、ベベベベーカーカーカー リーリーーーサポサポサポササポートートートトセンセンセンセンンターターターを活を活を活を 用し用し用し用し用してててて

冷凍冷凍冷凍冷凍パンパンパンパン生地生地生地地の需の需の需の需需要拡要拡要拡要要要 大に大にに大に努め努め努め努め努 ていていていて きまきまきままきます。す。す。すす

廃棄物削減にもつながるロングライフ商品が
注目されています。

Pascoは2002年より、おいしさが長持ちするロングライフ商品を販売してき

ました。賞味期限が43日と通常のパンよりも長いため、Pascoの販売拠点

がない北海道や九州、離島にもお届けすることができ、通信販売や自動販

売機での販売も可能になりました。通常、パンは消費期限2～4日の商品が

多い中、賞味期限の長いロングライフ商品は在庫管理がしやすく、最近は

廃棄物削減に取り組むスーパーやコンビニエンスストアなどのお取引先様

からのニーズも高まっています。

日持ち・味・品質を追求し、研究を重ねています。
ロングライフ商品の開発は企画・開発や研究部門が連携して取り組んでいます。現在、研究部門ではニーズに応えた日持ちを実現させるた

め、研究・分析を進めており、今後はさらに日持ちする商品づくりをめざすなど、新しい商品開発にも力を入れていきます。

より多くの人にお届けできる通信販売の拡充を図ります。
ロングライフ商品は、2007年よりホームページ上のオンラインショップ「Pascoの通販」で通信販売を行っています。近年人気が高まってきた

ことから、ホームページ上の「Pascoの通販」に加えて、現在はインターネットの大手ショッピングモールである「楽天市場」へ出店しています。

いつもの食卓に、新しい価値を提供します。
Pascoは、おいしさが長持ちするロングライフ商品や、手軽に焼きたてパンが楽しめる冷凍パン生地など、新しい価値を

持った商品づくりにも力を入れています。
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商品の商品の品商品の紹介だ紹介だ紹紹介だ紹 けでなけでなけでなでなく、ベく、ベく、ベく、ベーカリーカリーカリー売りー売りー売りー売り売 場全体場全体場全体場全体の提案の提案の提の を行ううためにためににめには、パは、パ、パは ンに限ンに限ンに限ンに限商商

らず話らず話らず話らず話らず話らず話らず話話題のグ題のグ題のグ題のググ題のグ題のグ題のグルメなルメなルメなルメなルメなルメなルメなどトレどトどトレどトレどトレどトレどトレンドをンドをンドをンドをンドをンドをンドを知るこ知るこ知るこ知るこ知るこ知るこ知るここことが大とが大とがとが大とが大とが大とがとがとが大事です事です事です事ですす事です事です事事 。お取。お取お取お取お取お取お取引先様引先様引先様引先様引先様引先様引先様引 と一緒と一緒と一緒と一緒と一緒と一緒と一緒と一緒にパンにパンにパンにパンにパンにパンにパンにパンンンンををををををををらららららら

焼いた焼いた焼いた焼焼 り、技り、技り、技り、技術指導術指導術指導術指導術指導も行うも行うも行う行 ため、ため、ため、ため、配属後配属後配属後配属後後にベーにベーにベーベーカリーカリーカリ アカデアアカデミーーミ焼焼焼 ※で2週で2週で2週で2週間パン間パン間パン間 ンづづづづ

くりのくりのくりのくりの研修を研修を研修を研修を受け、受け、受け、受け 今は国今は国今は国国今は国家資格家資格家資格家資格であるであるであるであるで 製パン製パン製パン製パン技能士技能士技能士の資格格取得を取得を取得取得 めざしめざしめざしめざしていていくくく

ます。ます。すます 今後も今後も今今後も今後もパンづパンづくりのくりのの技術や技術や技術技術やや術 売り方売り方方売り方方売売り方方 セのセンのセンのセンのセンセ 磨磨を磨スを磨スを磨スを磨スを磨ききき おき、おき、おき、おき、お客さま客さま客さま客さま客さま客さま客さま客 視点視点に視点視点に視点に点視点に視点に視点に立 た立 たた立 た立ったた立った立った立ったままま

提案を提案を提案を提案を提案提案を提案をして、して、してして、してしてしてして、お取引お取引お取引お取引お取おお取引お取引お取引引お 先様に先様に先様に先様に様に先様に先様に先先 信頼さ信頼さ信頼さ信信頼さ信頼さ信信頼される存れる存れる存れる存れるれる存れる存れる存れるれ 存在にな在にな在にな在にな在にな在にな在にな在になりたいりたいりたいたいりたいりたいりたいり と思っと思っと思っと思っっと思っと思っと思っていまていまていまていまていまていまていまい す。す。す。すす。す。す。提提提提提提提

センセンセンセンスとスとスと提案提案提案力で力で力で力で
ベーベーベーベーカリカリカリーをーをーをーを支え支え支え支ええたいたいたいベベ

西部ベ西部ベ西部ベベーカリーカリーカリー部 ー部 ー部 営業一営業一営業一営業一グルーグルーグルーグルーグ プププ
岡山ベ岡山ベ岡山ベ岡山岡山ベ岡山ベ岡山ベ山岡山山 ーカリーカリーカリカリリーカリカリリカリーサポーサポーサポーサポーサポサポサポポポートセートセートセトセートセトセトセト ンターンターンタータンタンタンタンタタタ 駐在駐在駐在駐在駐在駐在駐在駐

亀山亀山亀山 恭 恭 恭恭明明明

部門を超えた開発体制でヒット商品
「スフレブレッド」が誕生しました。

おいしい冷凍パン生地でベーカリーを支援しています。
Pascoでは、長年の製パン事業で培った技術とノウハウを生かして業務用冷凍パン生地を製造
し、ベーカリーなどのお取引先様に供給しています。ベーカリーで午前中に焼きたてのパンを並べ
るためには、早朝から生地の仕込みが必要です。そうした手間や時間をかけなくても、また高度な
職人の技術がなくても、簡単に本格的なおいしいパンが焼けるPascoの冷凍パン生地は、ベー
カリーの負担軽減にもつながり、現在はレストラン、カフェといった外食産業のお取引先様も増え
てきました。その他にもインターネットにて、業務用としての販売や、家庭向けの商品「ジャポル
トプレジール」の販売も行っています。また、ベーカリーの設備をパッケージ化した「コンパクトベ
イク®システム」を開発。これによってベーカリー経営の省スペース化・省人化を図り、ベーカリー
の店舗運営をサポートしています。

Pascoの冷凍パン生地

2009年に発売され、ヒット商品となった「スフレブレッド」。このパンはこれまでに

ない風味や食感を引き出すために、焼成方法をはじめさまざまな工夫が必要とな

りました。そこで、社内の部門間で、横断的なプロジェクトチームを編成しました

（クロスファンクション）。約1年間の開発期間を経て誕生した「スフレブレッド」

は、ヒット商品に成長しました。以来、クロスファンクションの開発体制で毎年、

これまでにない冷凍生地商品を開

発。2010年にはフランスパン生

地とクロワッサン生地を交互に折

り込んだ「パン ド ヴィエノワ」の商品

化など、新しい技術を用いた商品に

も積極的に取り組んでいます。

整形生地

生地玉 シート生地

整形後に冷凍したパン生地で、お店ではこれを解凍し、発酵
させ焼き上げます。

パン生地を玉状にして供
給。お店では、これを整形し、
発酵させて焼き上げます。

パイ生地などシート状の生
地。お店では、これを使っ
てオリジナルの商品をつく
ります。

会議室会議室会議室会 と厨房と厨房厨房厨房厨 を併設を併設併設を併設設。。
独立し独立し独立し独 したスペたスペたスペスペス ースとスとースとしてしてしててててて
も使用も使用使用用可能で可能でで可能で、オー、オー、オー、 プププププププ
ンスタンスタンスタンスタイルにイルにイルイルにするとするとするとすすると展展展展展展
示会な示会な示会な示会会 ども行ども行ども行行行えますえますえますまえま 。

ススペースペースペースペ では、では、実実際際際厨房厨房厨房厨
ンンンンを焼きを焼きを焼きながらながらなが お取お取おにパンにパにパンン
様様様様にご提にご提にご提ご 案。案引先様引先引先様先先

※ベー※ベー※ベー※ベー※ベ※ カリーカリーカリーカリーカリカリカリリ アカデアカデカデアカデアカデアカデアカデア ミー：ミミミミミミ 製パン製パン製パン製 ン製製 技術や技術や技術やや技術や技術や技術ややや知識を知識を知識を知識知識を知識を知識を識 習得す習得す習得す習得す習得す習得す習得す習 るたるためるためるための研修の研修の研修の研修研修修の場。の場。の場。の場。場。※※※※※※
お取引お取引お取引取 先様や先様や先様や先様 社員を社 を対象に対象にに、Ｐａ、Ｐａ、ＰａＰａｓｃｏｓｃｏｓｃｏが定期が定期が定期が定期定 的に開的に開的に開的に開講して講して講して講し いる。いる。いる。いおお
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上海に中国初の大型製パン工場を建設中。

世界に羽ばたくPasco超熟®

海外事業

「日本式のパンをつくりたい」現地企業の想いに応えました。
1995年、Pascoはインドネシアのサリムおよびヤップグループ、双日株式会社（当時：日商岩井株式会社）と、「PT. Nippon Indosari 

Corpindo, Tbk（ニッポン・インドサリ）」を合弁で設立しました。これは、現地側からの「しっとりと柔らかい日本式のパンをつくりたい。協力

してほしい。」という要請を受けたものです。大型製パン工場の建設はインドネシアで初めてのことだったので、Ｐａｓｃｏはラインの設計や

原材料選び、食品衛生など、パンづくりに関するさまざまな技術支援を担当。現地からの研修生をＰａｓｃｏの工場へ受け入れて、パン製造

に関する研修を行ったり、Ｐａｓｃｏのメンバーを現地へ派遣し、機械の設置やパン製造についての技術指導を行い、1997年からニッポン・

インドサリのチカラン工場が稼動しました。

Pascoの製パン技術が
インドネシアの食生活に貢献しています。

味全Pascoブランドのパンを
中国の食卓へお届けします。

インドネシア

中国

新工場の立ち上げに向けて、現在Pascoでは商品開発および設備の担当者を中国に派遣し、技術

支援を行っています。商品開発の担当者はパンづくりのための試作や原材料のチェックを、設備の担

当者は新工場建設の進捗管理ならびに設備の選定を行っています。

新工場は敷地面積34,778㎡、延床面積は15,244㎡。食パン・菓子パン・ペストリー・蒸し物・洋菓子

の計５ラインを設置する予定です。工場建設は基礎工事が終わり、鉄骨工事を進めています。
（2010年9月）

Pascoは2008年に味全食品工業股份有限公司、伊藤忠商事株式会社と合弁会社上海頂盛食品工業有限公司を
設立しました。上海郊外に現在新工場を建設しており、2011年春に稼動予定です。

建設を進めている中国新工場（2010年9月）

中国でも愛されるブランドをめざして

▲チカラン工場

◀「Sari Roti」の商品
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インドネシア

オーストラリア

マレーシア

フィリピン
ベトナム

タイ

日本

大韓民国

モンゴル

朝鮮民主主義
人民共和国

中華人民共和国

長江
（揚子江）

杭州湾

上海

馬陸鎮

バヤスラバヤバヤ

チカラン２工場）（２工場）２工場）

スマトラ島スス

ジャワ島

ジャワ海

ジャカルタ

ニッポン・インドサリの所在地
（チカラン工場）
Jl. Jababeka Ⅻ A, Blok W 40-41 
Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia

上海新工場の所在地
上海市嘉定區科茂路2468號
（上海市街地より約30km）

工場

工場

インドネシア

中国

全体MAP

Pascoはアメリカ合衆国、香港、台湾、韓国でも活動を展開しています。

海外のみなさまにもおいしいパンを提供したい。それぞれの国の、豊かな食生活に貢献したい。その想いからPascoは
アメリカ合衆国にPasco Corporation of America、香港にPanash Limitedを設立するだけではなく、現地合弁会社に
対して製パン技術の支援、食品衛生管理の指導、工場の設備設計などもサポートしています。味覚は国や地域で異なり、
文化的な面もかかわるため、Pascoの製パン技術を用いながら、それぞれの国の味覚に合った商品をつくっています。

私はニ私はニ私はニッポンッポンッポンッポンンンン・イン・イン・インドサリドサリドサリ社の立社の立社の立の立ち上げち上げち上げ当初か当初か当初かか初 らのスらのスらのスらのスタッフタッフタッフで、日で、日で、日日本の製本の製本の製本の製本本本 パパパパ

ン技術ン技術ン技術術を学ぶを学ぶを学ぶぶぶためにためにためにPasPasPasascoのcoのcoのc 刈谷工刈谷工刈谷工場で研場で研場で研研研修を受修を受修を受修を受けましけましけましけました。当た。当た。当た。当当時のイ時のイ時のイ時のイ

ンドネンドネンドネンドネンドネンドネンドネン シアのシアのシアのシアのシアのシアのシアのアのののののののパンはパンはパンはパンはパンはパンはパンはンンン 手づく手づく手づく手づく手づく手づく手づく手 りに近りに近りに近りに近りに近りに近りに近近かったかったかったかったかったかったかったたため、ため、ため、ためためためため 機械化機械化機械化機械機械化機械化機械化械機械化化の進んの進んの進ん進んの進ん進の進んの進んの進んの んだPaだPaだPaだPaだPaだPaだPaaだPPP scoscscoscooscoscocscoc の工場の工場の工場の工場の工場の工場の工場の工場の工場にとてにとてにとてにとてにとてにとてにとてに も驚いも驚いも驚いも驚いも驚いも驚いも驚いたことたことたことたことたことたことたことこ を今を今を今を今を今を今を今

でも覚でも覚でも覚でも覚で えていえていえていいいいます。ます。ます。。その時その時その時そのそ に学んに学んに学んに学んだ量産だ量産だ量産量産のためのためのためのシスのシスのシスのシステムやテムやテムやムや工程管工程管工程管工程管理など理など理など理などどどどの知識の知識識識識は今も今も今も今 役立っ役立っ役立っててて

おり、おり、おり、機会を機会を機会を機 与えて与えて与えて与えてくれたくれたくれたPasPasasP coにcoにcoにo 感謝し感謝し感謝ししていまていまていまています。近す。近す。近す 年、イ年、イ年、イ、イインドネンドネンドネンドネシアにシアにシアにシアにおけおおける食生活生 は、特は、特は 特は、特に大都に大都に大大都

市圏を市圏を市圏を市圏を市圏を市圏を市圏を中心に中心中心に中心に中心に中心に中心に中 にににににににに大きく大きく大きく大きく大きくき大きく大きく大 変わり変わり変わり変わり変わり変わり変わりつつあつつつつあつつあつつあつつあつつあつ り、パり、パり、パり パり、パり パり パンの消ンの消ンの消ンの消ンの消ンの消ンの消費量も費量も費量も費量も費量も費量も費量も拡大し拡大し拡大し拡大し拡大し拡大し拡大しししていまていまていまていまていまていまいいてい す。こす。こす。こす こす こす こすすす れかられかられからかれかられかられかられれかられ もインもインもインもインもインもインももインイ ドネシドネシドネシドネシドネシドネシドネシネ アの人アの人アの人アの人アの人アの人アの人アの人人々々々々々々々

に美味に美味に美味に美味美味美 しいパしいパしいパし パパパンを届ンを届ンを届ンを届届届届けるたけるたけるたけけけ めに、めに、めに、めに、、、パン製パン製パン製ン製製製造技術造技術造技術造技術造技術面での面での面での面で面 PasPasPasPascocoのcoのcoの協力に協力に協力に協力 期待し期待し期待ししていままています。す。

ＰａＰａＰａｓｃｓｃｓｃｏのｏのｏの工工工工場工場工場場で学で学で学んだんだんだことことことを生を生を生生かしかしかしかしててててて

ニッポニッポニッポニ ン・イン・イン・インドサンドサンドサリ  リ  リ MaMaMarlrlrlrlanananan R R RRRusususustitititiadadadady氏y氏y氏y氏y氏

新工場新工場新工場でででで製造で製造で製造する商する商する商品の開品の開品の開発が業発が業発が業務の中務の中務の中務の中心です心です心です。。。

日本と日本と日本ととははははは原材は原材は原材料の品料の品料の品品質が異質が異質が異質 なるたなるたなるため、日め、日め、日日本でつ本でつ本でつ本本でつくるパくるパくるパくるパ

ンと同ンと同ンと同ンと同ンと同ンと同ンと同様様様様様様様様の品様の品様の品様の品様の品の様の品様の品の品の品品品質をめ質をめ質をめ質をめ質をめ質をめ質をめめざしてざしてざしてざしてざしてざしてざして原材料原材料原材料原材原材料原材料原材料料の調達の調達の調達調の調達の調達の調達の調達先の調先の調先の調先の調先の調先の調先の調先先の調先の調査査査査査査査査査

や、そや、そや、そや、そや の原の原の原原材原材原材料の確料の確料の確料の確の 認など認など認などを行っを行っを行っていまていまていまてい す。す。す。

柔らか柔らか柔らかかくくく口ど口ど口口どけの良けの良けの良け い日本い日本い日本い日本のパンのパンのパンは、日は、は、日は、日々の食々の食々の食々 事を事を事を事を

大切に大切に大切に大切に大切に大切に大切に大切にしししししししししていしていしていしていしていしていていして る中国る中国る中国る中国る中国る中国る中国中国の方々のの方々の方々の方々の方々の方々にもおにもおにもおにもおにもおにもおにもおいしいいしいいしいいしいいしいいしいいしいと感じと感じと感じと感じと感じと感じと感じてもらてもらてもらてもらてもらてもらてもらもらえるはえるはえるはえるえるはえるはえるはえるえる ずですずですずですずずですずですずですず すず 私は。私は。私は私は私は私は私は私私はこの信この信この信この信この信この信この信この信信念を持念を持念を持念を持念を持念を持念を持を ち続けち続けち続けち続けち続けち続けち続けち 、

中国で中国で中国で中国で中国で中国 PPPPPasPasPassPasPasPascoブcoブcoブcoブcoブcoブランドランドランドランドラ ドラ ドが認知が認知が認知が認知が認知認知知されるされるされるれるされるようにようにようにようにようにう 業務に業務に業務に業務に業務に業務務 取り組取り組取り組取り組取り組んでいんでいんでいんで きますきますきますき 。。。

中国中国中国にににに、に、に、高品高品高品高 質で質で質で質 おいおいおいしいしいしい日本日本日本本のパのパのパのパンをンをンをンを

上海頂上海頂上海頂盛食品盛食品盛食品品工業有工業有工業有限公司限公司限公司公司　加藤加藤加加藤加藤加藤藤藤 信信信 信 信 信信介介介介介介介介

インドネシアの人 に々おいしいパンを提供して13年。ニッポン・インドサリが上場しました。
当時、インドネシアに大型製パン工場がなかったため、人々にとってパンはあまり身近なもの

ではありませんでしたが、ニッポン・インドサリの工場が稼動してからは新鮮でおいしい「Sari

Roti」ブランドのパンを販売するようになりました。工場稼動当初はトライサイクルによる街頭

販売が中心で、トライサイクルからＣＭソングを流しながら街をまわり、パンの販売を行っていま

したが、今ではインドネシアのスーパーやコンビニエンスストアの店頭で当たり前のようにパン

が販売されています。そして、多くの人たちが、朝食やおやつに気軽にパンを食べ、人々の生

活に欠かせないものになっています。ニッポン・インドサリは新しいラインの増設や、新工場の

建設を行っており、その度にＰａｓｃｏの設備や商品開発の担当者が現地

へ赴き、新ラインや新工場立ち上げの技術支援を行っています。

今やニッポン・インドサリの「Ｓａｒｉ Ｒｏｔｉ」はインドネシアでトップシェアを誇る

ブランドに成長。２０１０年６月２８日ニッポン・インドサリは新規株式公開を

行い、インドネシア証券取引所に上場しました。現在もニッポン・インドサリ

は急成長しており、Ｐａｓｃｏもサポート体制の強化に努めます。 パンの街頭販売を行って
いたトライサイクル

各国の事業概要はP4をご参照ください。

前列の前前列の前列の前列の前列の前列の前列の右から右から右から右から右から右か右か右から３番目３番目３番目３番目３番番３番３番目が私でが私が私でが私でが私でが私でが私ですすすすすす
中国新中国新中国新中国新工場ス工場ス工場ス工場ススススススタタッフのみなのみののみの さんとんとと
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お客さま満足と品質の追求

お客さまが毎日食べるものに対して、意識していること。おいしさや価格はもちろんですが、

最も大きな関心は食の安全・安心であり、品質であると考えています。

お客さまにいつも安全・安心だと感じていただけるように努めることは、

Pascoの企業としての基本姿勢でもあります。

これまでもPascoはお客さまに安心し、納得していただくために

お客さまの不安や疑問、お申し出に的確に対応できるよう努めてきました。

2010年からはお客さま対応のさらなるレベルアップを図るため、

苦情対応の規格JISQ10002を正式運用しています。

また、食の安全・安心の取り組みとして、引き続きISO22000の定着化および拡大に努めるほか、

2010年からは検査員資格の社内認定制度を正式運用するなど、

品質保証体制をより一層強化しました。

社会の動きによってお客さまが求める商品やサービス、対応のあり方は変化していきます。

Pascoではニーズに合った仕組みをつくるとともに、お客さまから寄せられた声を反映させて、

さらなる品質向上に力を入れてまいります。

お客さまの声を品質に。
安全・安心・満足をお届けする
仕組みづくり。
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Pascoは、商品パッケージやホームページなどを通じて、お客さまの

求める情報を積極的に開示しています。お客さま相談室フリーダイ

ヤルにおいても、単にお問合せにお答えするだけではなく、一人ひ

とりのお客さまに細やかなヒアリングを行い、不安に思われている

ことや疑問を解消できるよう努めています。

お客さまが知りたい情報を、的確に
正確にお伝えてしていきます。

お客さお客さお客さ客さまからままからまからは時には時には時には厳しは厳しは厳し厳しいご意いご意意いご意見もい見もい見もい見もいただきただきただきただきだだ

ますがますがますがが、お客、お客、お客、お客おお さまかさまかさまかさまからのおらのおらのおらの 申し出申し出出はすべはすべはすべてててて

「Pa「Pa「Pa「Pa「Pa「PaPaP scoscoscoscoscoscosco、しっ、しっ、しっししし、しっかりしかりしかりしかりしかりしかりかり なさいなさいなさいさなさいなさいな 」とい」とい」といとい」とい」といという激励う激励う激励う激う激励う激励う激励だとだとだとだとだとだと

思って思って思って思って思って思 いますいますいますいま 。不安。不安。不安不。不安不 を感じを感じを感じを感 て電話電話て電話をされをされをされをされるるるる方方方方

も多いも多いも多いも多いので、ので、ので、ので、親身に親身に親身に親身になってなな お話をおおおお 伺い、伺い、伺い、伺 JISJISJISQ Q Q

10010010010002に02に02に02に0 即したした即した即した対応対応対応を対応を対応を対応を心掛心掛心掛け心掛け心掛け心掛け 安安安不安不、不安、不安をを取りを取りを取り除除除除除除除

くようくようくようくようくようくようくよううに努めに努めに努めにに努めに努めに努めに努 ていまていまていまていまていまています。おす。おす。おす。おす。おす。お客さまさま客さま客さま客さま客さま客さまから「から「から「から「から「から「から「きちんきちんきちんきちんきちんきちんきちんんとととととととと

応対し応対し応対し応対してくれてくれてくれてく て、あて、あて、ありがとりが う」という言いう言言う 葉をい葉をい葉をいたたた

だいただいただいただいただい 時は本時は本時は本時は 当に嬉当に嬉当 しく感しし じますす。

お客お客お客お客お客お客お客さまさまさまさまさまささまさまからからからからからからからのおのおのおのおのおのおのおお申し申し申し申し申し申し申しし出は出は出は出はは出は出は出は出 P、P、P、P、P、P、P、、 asasasaasasasscocococococococc へのへのへのへへののの激励激励激励激励激励激励激励励

お客さお客さお客さお客ささま相談ま相談ま相談相談室 利室 利室 利根工場根工場根工場駐在駐在駐在在 　 　伊藤伊藤伊藤藤 徹 徹 徹

原材料欄に「卵」の記載がなけ
れば使用されていませんか？

（アレルギーに関するお問合せ）

例えば代替表記と言いまして、
「マヨネーズ」と記載がある場合

など、「卵」が入っているとお客さまが認
識できる原材料が他に表示してあれ
ば、改めて「卵」と表記しないことがあり
ますのでご注意ください。なおＰａｓｃｏで
は２００８年後半から新発売する商品に
は代替表記をせず、必ずアレルギー物
質名の表示も行っています。

●冷凍すると２週間を目処に保
存できます。

●必ず密封し（１枚単位でラップに包
めばより良い）冷凍してください。

●お召し上がりの際はあらかじめ熱して
おいたトースターで凍ったままトースト
していただきます。（通常より長めの
時間）霜がついている場合は必ず払
い落としてください。自然解凍する場
合は密封状態のまま行います。

●冷蔵庫のチルド、パーシャルフリージ
ングは、いずれも食パンの保存には
不向きです。

JISQ10002で、対応力をさらに磨きます。
Pascoはこれまでも、お客さま相談室フリーダイヤル応対者に対
して年4回の社内研修を実施し、スキルアップを図ってきました。
2010年からは苦情対応マネジメントシステムの国際規格
ISO10002を受けた国内JIS規格JISQ10002を正式運用し、
この規格に即した迅速・丁寧・正確・公平なお客さま対応を推進
しています。お客さまからのお問合せやご指摘、ご要望を蓄積・
分析し、関係部門にフィードバックすることにより、お客さまの声
の活用に積極的に取り組んでいます。

お客さまの自宅を訪問する
スペシャリストを養成しています。

コミュニケーター技能資格者の養成にも取り組んでいます。これは、
お客さま宅を訪問してお客さまと応対するための社内資格で、営業
経験3年以上、一定の社内資格
等級を持った社員の中から応募
者を募り、認定審査を実施してい
ます。2010年は50名の応募者
の中から34名を認定しました。

お客さまの声を商品に反映させ、
信頼に応えていきます。

Pascoは、お客さまからのお申し出は、商品やサービスの改善・開

発につながる大切なものだと認識しています。たとえ一人のお客さ

まからのお申し出であっても、改善すべき課題は関連部門に伝え、

対処しています。これまでにも原材料表示についてのお問合せが

増えてきたことから、「加工油脂」といった専門的な言葉を見直して

「マーガリン」、「ショートニング」と記載するなど、お客さまにわかり

やすい表示に努めてきました。

お客さまのお問合せに対して、
きめ細やかにお応えしています

Pascoは、お客さまとの対話を大切にしています。

Q 食パンの保存方法を教えてくだ
さい。

お申し出対応のロールプレイの様子お申し出対応のロールプレイの様子

Q

A

A

お客さま

Pasco

お客さま

Pasco
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グループ企業
㈱ジャパンフレッシュ本社と滋賀工場が
ＩＳＯ２２０００を取得しました

ジャパンフレッシュの本社と滋賀工場が、２０１０年８月、ＩＳＯ２２０００の認

証を取得しました。ジャパンフレッシュでは米飯やサンドイッチを製造して

おり、日頃から各工程での温度管理の遵守や、衛生教育の徹底を行っ

てきました。今回ＩＳＯ２２０００の認証を取得したことで、社員が安全・安

心な商品をつくるシステムに携

わる一員として自覚を持ち、日々

の作業に取り組んでいます。今

後はジャパンフレッシュ全体で

のＩＳＯ２２０００認証取得をめざ

し、活動を続けていきます。

※ジャパンフレッシュは取り扱う商品が米飯やサンドイッチであり、パン・菓子を製造するＰａｓｃｏ
工場とは食品衛生管理の手順が異なるため、Ｐａｓｃｏの認証拡大ではなく、ジャパンフレッシュとして
の新たな認証取得になります。

19919919919 7年、7 私は犬は犬は 山工場山工場山工場場にてHにてHにてHにてHHACCACCACCACCPの導Pの導Pの導Pの導P 入に携入に携入に携入に携わりまわりまわりわりました。したした。した。

HACHAHAA CP導導C 入前も前も入 も「食品「食品食品衛生マ衛生マ衛生マ衛生マニュアニュアニュアニュアル」とル」とル」とル」と うもいうもいうもいうものがあのがあのがのがありましりましりましたがたが、たが、

それはそれはそれはそれはそれはそれはそれは食品衛食品衛食品衛食品衛食品衛食品衛食品衛衛生に関生に関生に関生に関生に関生に関生 する原する原する原る原する原する原する原原原則が書則が書則が書則が書則が書則が書則が書則則 かれたかれたかれたかれたかれたかれたかれたものでものでものでものでものでものでもので、各ラ、各ラ、各ラ、各ラ各ラ各ラ各ラインにインにインにインにインにインにイ おけるおけるおけるおけるおけるおけるおける

細か細かな細か細か 作業手作業手順や清順や清順や清清掃作業掃作業掃作業掃作業手順に手順に手順に手順に手 ついてついてついてついては社員は社員は社は社員の頭のの頭のの頭のの頭の中に入中に入中に入に入っっっ

ておりておておて 、それそそそそ を人か人か人かか人かから人にら人にら人にら人 伝えて伝えて伝えて伝えていくといくといくといくと ういう状いう状いう状態でし態でし態でしした。Hた。Hた。Hた ACCACCACCP導入P導入P導入導入

にあたにあたにあたあたあたにあたにあた ててってって、「作業「作業「作業「作業「作業「作業作業手順書手順書手順書手順書手順手順手順書手手順書手順書・衛生・衛生・衛生・衛生衛生衛生衛生衛生生作業手作業手作業手作業手作業手作業手業作業手作 順書」順書」順書」順書」順書」順書」順書」をつくをつくをつくを くをつくを くを り上げり上げり上げり上げり上げり上げり上げ上 ることることることることることることることによによによによによによによ

り、そり、そり、そり、そり、そり、そり、それを見れれを見れを見れを見れを見れを える化える化える化える化える化える化える化しまししまししまししまししまししまししましした。Hた。Hた。Hた。Hた。Hた。Hた。HHACCACCACCACCACCACCACCCC P手法P手法P手法P手法P手法P手法P手法PPP の本格の本格の本格の本格の本格本の本格のの本格本 的導入的導入的導入的導入的導入的導入は製パは製パは製パパは製パは製パは製パパン業ン業ン業ンン業ン業ン業

界での界での界 前例が例が前例が前例 なく、なく、なく、一から一から一から一から手順書手順書手順書手順手手手 をつくをつくをつくり上げり上げり上げり上げるのにるのにるのにる は苦労は苦労は苦労しまししまししましたたた

が、こが、こが、こが、これによれによれによれによって、って、てって、誰でも誰でも誰でもラインラインラインインの製造の製造の製造の製 工程に工程に工程に工程に程 おけるおけるおけるおける注意点注意点注意点注意点や、作や、作作や、作業・業業・業・

清掃に清掃に掃清掃に清掃に清掃に清掃に清 おけるおけるおけるおけるおけるけおけるるるける細かい細かい細かい細かいかい細かい細かいか 手順を手順を手順を手順を手順を手順を順順を手順を手順を知るこ知るこ知るこ知るこ知るこ知るこるこ知ることがでとがでとがでとがでとがでとがでとがでできるよきるきるよきるよきるよきるよきるよる うになうになうになうになうになうにななりましりましりましりましりましりましりりました。現た。現た。現た。現た 現た 現た。現在は在は在は在は在は在は在は

ISOISISOISO2202202202 00認00認00認証取得証取得証取得得で、現で、現で、現で、現現場の意場の意場の意場の意識もさ識も識もさ識もさらに高らに高らに高まってまってまっていますいますいますす。。。

安全安全安全安全安全安全安全・安・安・安・安安安安安心に心に心に心に心に心に心にに妥協妥協妥協妥協妥協妥協妥協協妥 しなしなしなしなしなしなしなしなしなないPいPいPいPいPいPPいいい asasasasasaaaascococococococo

品質保品質保品質保質保品質保質品質保品質保証部 証部証部 証部 証部証部証部部 ISOISOISOSOISOISOISOS 220220220220220220000推00推00推00推00推00推推進グル進グル進グルグル進グル進グル進グルルグ ープープープププププ

水谷水谷水谷 泰 泰 泰久久久久

Pascoはより安全・安心で品質の高い商品を安定的に製造したいという想いから、1997年に

HACCPの手法を取り入れた食品衛生管理をスタートさせています。HACCPは単品を対象とし

たシステムで、パン・菓子類は国の承認品目の対象外でしたが、Pascoでは自主的にHACCPを

参考に商品の種類別・ライン別の管理手法を構築し、さらに作業工程別にまで細分化した「標準

作業手順書」と、異物混入・微生物汚染を予防するための「衛生作業手順書」を作成しました。

HACCPの手法を導入後も、「ひとクラス上の安全・安心な品質保証体制を構築したい」との

考えから、2007年に食品安全マネジメントシステムISO22000の認証を取得しました。

ISO22000は、Plan（計画）Do（運用）Check（チェック）Action（見直し）のPDCAサイクルの

構造を採用し、外部から客観的に評価されるシステム

です。年2回、第三者機関のチェックを受けて改善を行

うため、よりレベルの高い品質保証体制を継続するこ

とができます。認証取得後は管理レベルが着実に向

上し、お客さまやお取引先様からの食品安全の信頼性

も高まりました。現在ISO22000認証取得は、グループ

全体まで拡大しており、2010年は埼玉工場、ジャパン

フレッシュ（本社・滋賀工場）が認証を取得しています。

HACCPによる衛生管理体制

ISO22000で高度な安全性を確保

HACCPとは
HACCP（Hazard Analysis and Critical 
Control Point）は、原材料の入荷から製
造・出荷までのすべての工程において、食
品事故を未然に防止するための食品衛生
管理のシステム。

2005年にISO（国際標準化機構）が世界
標準として規格化した食品マネジメントシ
ステム。

ISO22000とは

品質保証体制を強化し、
より安全・安心な商品をお届けします。

2007年8月　本社生産支援6部門、神戸工場
2008年3月　名古屋工場、犬山工場、
　　　　　　豊中工場、多摩工場、利根工場
　　 8月　刈谷工場、昭和工場、
　　　　　湘南工場、神戸冷食プラント、
　　　　　製品開発部門
2009年8月　四国シキシマパン、信州シキシマ、
　　　　　第一食品
2010年4月　埼玉工場
　　 8月　ジャパンフレッシュ（本社・滋賀工場）
2011年4月　イレブンフーズ（取得予定）

ISO２２０００認証取得事業所

さらなる安全・安心への不断の挑戦

お客さま満足と品質の追求
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社内資格認定制度

S級検査員

S級検査員 認定会 受講

プレS級研修会

A級検査員

A級検査員 認定会 受講

プレA級研修会

検査員

検査員 実技認定会 受講

検習員

OJT教育 2週間

新規配属者研修 5時間

新規配属者

2
週
間

2
ヶ
月

以
上

1
年
以
上

1
年
以
上

検査の品質を高めるパスコ ラボ システムを運用しています。

パスコ ラボ システムの「１０の骨子」の一つ、細菌検査員の「社内資格認定

制度」を２０１０年２月に正式運用を開始しました。

資格は「検習員」、「検査員」、「A級検査員」、「S級検査員」の４段階。「検

査員」が標準資格です。「検査員」以上への認定に際しては、認定会で技

術や知識をチェックし、A級検査員以上には認定証を授与します。

2010年10月時点で９

名をA級検査員として

認定。S級検査員はま

だ誕生していませんが、

プレS級研修会を実施

し、S級検査員の育成

にも着手しています。

食品衛生品質監督部では検査品質確保のためのシステム、パスコ

ラボ システムを2008年より運用しています。パスコ ラボ システム

は、食品衛生品質監督部（本社）が事務局となり、各工場駐在検

査室とグループ企業検査室の全12検査室を一元管理。Pasco

全社の、どの検査室でも一定の検査品質を確保することを目的に

しています。「10の骨子」を策定し、その実現と継続的な改善を

図っています。

細菌検査員の社内資格認定制度が
スタートしました。

トレーサビリティシステムの構築に向け、原材料や設備関係のお取引先様のご協力をいただきながら、神戸工場で試験的に運用を進めてい

ます。現段階では原材料受け入れ時の消費期限やロット記録は、約8割の原材料でトレース可能になっていますが、従来のトレース方法に

加え、当社のシステムに適合し、より広範囲にトレースできる新しい方法の試作を行っています。今後はこの新しい仕組みの検証・仕様の確

定を進め、当社に適合するトレーサビリティシステムの構築に取り組んでいきます。

Pascoのシステムに適合し、広範囲にトレース（履歴追求）できる
トレーサビリティシステム※の構築を進めています。

※トレーサビリティシステム
原材料の情報から生産、出荷に至るまでの各過程における条件を記録しておくことで、商品に関すること細かな情報追跡＝トレースができるシステム

社内資格認定制度により、それぞれの資格レベルに応じた細かな
教育が可能になり、検査品質の向上につながりました。

パスコ ラボ システム       の骨子10
内部精度管理

外部精度管理

検査室の施設基準

検査員・管理者など関係者の

組織的活動

検査方法の詳細にわたる統一

使用する培地・試薬・器具類の統一

社内資格認定制度

新規配属者に対する教育制度

検査員に対する教育制度

データ管理
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環境を守る責任と活動

かけがえのない地球環境を守っていくことは、今では世界的な課題題です。

環境保全への取り組みは、企業にも大きな役割が求められています。

Pascoの商品は、地球が育んだ自然の恵みを原材料として使用し、お客さまにお届けするまでに

さまざまな資源やエネルギーを使います。Pascoは地球環境の大切さを認識するとともに、

社会的責任として環境負荷を可能な限り削減するための活動を推進しています。

製造工程の改善、工場への省エネ設備の導入、物流の効率化、

包装材料の使用量削減など、さまざまな取り組みを継続的に行っています。

自然との調和をめざして、環境負荷低減に力を入れ、地球環境を守っていく。

それも、Pascoが果たすべき責任です。

Pascoでは改善活動の「ＴＰＭ活動」に取り組み、ロス・ムダ・コストの削減や効率アップを図り、省資源や

省エネルギー、廃棄物の低減につなげています。商品づくりでは、賞味期限が長いロングライフ商品を

開発し、流通業のお取引先様の廃棄物削減にも貢献しています。また、パンの原材料として国産小麦

や国産米粉を使う取り組みも進め、食料の輸送にかかるCO2排出量の削減にもつなげています。

※TPM活動についてはP29もご参照ください。

自然の恵みでつくるPasco商品。
地球環境と調和する
商品づくりをめざして。

Pascoでは、さまざまな面で
環境に配慮した取り組みを行っています。



事 業 領 域 内 事 業 領 域 外

原料

容器包装材料

小麦粉・イースト・
油脂・塩・砂糖など 232,000t

8,000t

167,748千kWh

26,512千㎥

1kℓkk

190t

24kℓkk

13,473kℓkk

1,150kℓkk

プラスチック・紙など

エネルギー
電　力

都市ガス

A重油

L P G

灯　油

軽油（トラック）

ガソリン（営業車両）

1,019,373㎥

684,698㎥

水資源
地下水

上　水

31,730t

4,410t

2,370t

2,140t

700t

16t

廃棄物

廃棄物事業領域外排出量

お客さまのご使用後の容器包装

食品廃棄物
（パンくず類）

食品廃棄物
（パンくず類）

廃プラスチック

汚　泥

紙くず

金属くず

ガラスくず

その他合計

37,780t
合　計

3,586t

4,800tプラスチック・紙など

9,636t

そ
の
他

125,181t

4,028t

34,800t

2,670t

CO2排出量
工　場

営業所

物　流（トラック）

営　業（営業車両）

662,393㎥

409,682㎥

水系への排出量
河　川

下　水

リサイクル量
リサイクル率

〈対象期間〉2009年4月～2010年3月3月

廃棄物最終処分量
31,580t
150t
1,650t
2,760t
2,260t
110t
1,580t
560t
700t
0t
10t
6t

99.5%

37.4%

95.4%

73.8%

100.0%

62.5%

廃プラスチック

汚　泥

紙くず

金属くず

ガラスくず

合　計 240,000t

合　計 3,381,012GJ※

合　計 1,704,071㎥ 合　計 1,072,075㎥

合　計 166,679t

合　計 41,366t

リサイクル率

91.3%

●対象範囲はPasco本体およびグループ企業12社のうち
Pasco本体を中心にデータを表示しています。

●水資源と廃棄物についてはPasco本体の中でも営業
所を除いて集計しています。

●物流に関わるCO2排出量およびエネルギーの「軽油」に
ついては、荷主責任であるととらえ表示しています。

●「お客さま使用後の容器包装」はメーカーの責任範囲内
であるととらえ、販売実績から推定して表示しています。

※GJ（ギガジュール）：J（ジュール）とは電力・ガスなどの使用量を
　　　　　　　　 熱量に換算した単位。G＝10⁹のこと。

Pascoの事業活動の、主な環境への影響をご紹介します。常に事業活動
にかかわる環境負荷を正しく把握し、環境保全活動に力を入れています。

INPUT OUTPUT

各種環境データはPasconetにて

① 輸送に係る熱量の削減

② エネルギー使用量の推移（熱量換算）

③ ＣＯ２排出量の推移

④ 原単位（原油換算燃料使用量／生産高）の推移

⑤ 廃棄物の分類と発生数量およびリサイクル率

⑥ 廃棄物リサイクル率の推移

⑦ 食品廃棄物リサイクル率の推移

⑧ 汚泥のリサイクル率の推移

⑨ 廃棄物最終処分量の推移

⑩ 給水量の推移

⑪ 電力使用量の推移（本社オフィスのみ）

⑫ 都市ガス使用量の推移（本社オフィスのみ）

⑬ コピー用紙使用量の推移（本社オフィスのみ） 

Pasconet CSR情報へのアクセス方法
以下の環境データは、PascoのWebサイト「Pasconet」に掲載していますので、
あわせてご覧ください。 STEP 1 STEP 2

PascoのWebサイトに
アクセス

http://www.pasconet.co.jp

トップページ下の
CSRバナーをクリック

その他、本誌および過去のCSR報
告書（PDFファイル）、GRIガイドラ
イン対比表もご覧いただけます。

商品のライフサイクル全体で
環境負荷低減に取り組んでいます。
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環境を守る責任と活動

本本社

工場

工場

業所営業所

営業所

赤枠内がESCO事業で導入した空調機です。

使用エネルギーに関するデータの処理や保管をネットワーク上で行っています。
工場や営業所のエネルギー使用量は各事業所で入力。そのデータを蓄積し、本社
にてあらゆる角度で分析を行っています。また、データはすべてネットワーク上で掲
示しているため、各事業所の意識向上にもつながっています。

改正省エネ法に対応し、
使用エネルギーのムダを減らします。

2010年4月1日に完全施行された「改正省エネ法」によって、エネルギー

使用量の管理対象が「事業所」単位から「企業」単位に変わりました。そ

のため、新たに各営業所のエネルギー使用量の管理が必要となりまし

た。Pascoでは各工場・各営業所でのエネルギー使用量の集計・分析を

効率的に行うため、新しいシステムを導入しました。このシステムによって

改正省エネ法に対応するとともに、ムダ・ロスのない効率的なエネルギー

使用につなげていきます。

また、今回の改正省エネ法では、エネルギーを使用する設備の運転や保守

などに関して「管理標準」を設定し、これに沿った管理を行うことが義務づ

けられています。「管理標準」とは工場や事業所が自らで定めるマニュアル

で、Pascoではすべての工場において「管理標準」を運用しています。

昭和工場ではESCO事業で環境性能に優れた空調設備を導入しました。
省エネルギーの取り組みとして、２０１０年、昭和工場がＰａｓｃｏ初となる「ＥＳＣＯ

事業」を採用し、老朽化した蒸気吸収式空調設備を、省エネ効果に優れた

最新の電気式空調設備と入れ替えました。空調機の稼動時間が増える夏

季・冬季については特に効果が大きく、

７月・８月の実績は、導入前の同じ時期と

比較して約２５％のＣＯ２削減を達成して

おり、年間では約１,１００ｔのＣＯ２が削減

できる見込みです。

ゼロ・エミッション※を見据え、廃棄物
の再資源化に取り組みます。

Pascoは食品リサイクル法の定義に基づき、食品リサイ

クル率99.5％を達成していますが、食品以外の廃棄物に

ついてはリサイクル率が64.3%となっています。中でも、

パン生地やクリームなどが付着した残さ付きの廃プラス

チックはリサイクルが難しく、焼却・埋め立て処理を行って

います。Pascoでは残さ付きのプラスチックを廃棄物から

有価物に変える計画を進めています。これによって廃棄

物の処理費用を削減するとともに、ゼロ・エミッションを見

据えた取り組みにつながると考えています。

包装材料の軽量化を図り、
省資源化を推進しています。

Pascoは商品の包装サイズの見直しや包装材料の薄肉化など、省資源

化の取り組みを続けています。2009年12月からは「パン屋の美学シリー

ズ」の包装材料の薄肉化を行い、従来のものより約16.6％の軽量化を達

成しました。これにより包装材料の使用量は、年間約10t削減できる見込

みです。

ESCO事業者が顧客（工場やビル、店舗など）に対し
て、照明や空調などのエネルギー設備を、省エネタイプ
の設備に入れ替える提案を行い、その後の省エネ効果
も保証する事業です。新しい設備を導入する時に必要
な経費は、顧客が省エネによって経費を削減できた分か
ら支払うため、導入コストも軽減できます。

ESCO（Energy Service Company）事業とは

※ゼロエミッション：廃棄物を削減することや、リサイクルすることにより、最終的に
埋め立て処分となる廃棄物を排出しないこと　

約16.6%削減 年間で
約10 t
削減1.81g

1.51g

従来 変更後
0

1

2
（g）

カスタードクリームパン
1個当りの包装材料重量

屋の美学シリーズ」「パン屋の美学シリ ズ」「パン
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これまではA社・B社・C社の
配送車両がそれぞれ、同じエ
リアの店舗に配送していまし
た。各配送車両の積載率も
低い状態でした。

配送センターにて、A社・B社・
C社の商品を1社の配送車
両に集約して配送します。こ
れにより物流の効率化を図り
ました。

A社 B社 C社

X店 Y店 Z店

A社 B社 C社

X店 Y店 Z店

配送センター

効率的な共同配送を推進し、
CO2排出量の削減を図っています。

お客さまに商品をお届けするためには、配送は欠かせません。
Pascoでは、配送車両による環境負荷を低減するため、エリアご
との共同配送に取り組み、物流の効率化によってCO2排出量
の削減に努めています。

環境に配慮するエコドライブを
推進しています。

CO2排出量の削減につながる運転ができるように、配送車両の
ドライバーや運転管理者は外部専門機関によるエコ運転研修を
受講し、エコ運転を習得しています。また、各営業所では燃料使
用量や燃費をグラフにして「見える化」し、的確にエコ運転が行
われているか管理を行っています。

環境保全の取り組みが認められ、自動車エコ事業所に認定されました。

パスコ・エクスプレスの犬山営業所と刈谷営業所は、愛

知県の「あいち新世紀自動車環境戦略総合調整会議」

から「自動車エコ事業所」に認定されました。今回の認定

は、デジタルタコグラフを活用したアイドリングストップの

指導や、グリーン経営認証による継続的な環境保全、共

同配送の推進が認められたものです。

愛知ミタカ運輸では、営業所ごとの

燃料使用量を毎月グラフ化し、エコ

運転への意識づけに努めています。

20120120120120120100 0年７0年７0年７年７0年７0年７0年７0年７0年７月にエ月にエ月にエ月にエ月にエ月にエ月にエコ運転コ運転コ運転コ運転コ運転運転コ運転コ運転の研修の研修の研修の研修の研修研修の研修の研修研修を受講を受講を受講を受講を受講講を受講を受講し、クし、クし、クし、クし、クし、クし ク

ラッチラッチラッチチ・ブレ・ブレ・ブレ・ブレーキ・ーキ・ーキ・ーキ・アクセアクセアクセアクセルの使ルの使ルの使の い方やい方や方やい方やハンドハンドハンドルルル

の手さの手さの手さの手さばきとばきとばきとばきといったいったいったいった実技は実技は実技は実 もちろろもち ん、燃ん、燃費削減費削減費削減減減

講習、講習、講習、習講習講習講習講習 等速走等速走等速走等速走等速走等速等速走等速走走等速 行、減行、減行、減行 減減行 減行 減行 減減行、減速停止速停止速停止速速停止速停止速停止速停止の必要の必要の必要の必要の必要の必要の必要性など性など性など性など性など性など性などな を学を学を学を学を学を学を学

びましびましびましびましました。ドた。ドた。ドた。ドた。ドライバライバライバライバー個人ー個人ー個人ー個個個個 の努力の努力努の努力によっによっによっによって燃費て燃費て燃費費

に差がに差がに差が差 出るこ出るこ出ること、省と 省と、省と、省エネがエネがエネがエネ できるできるできるきることをことをことをここと 知りま知りま知りま知りました。したしたたし 今回の回の今 受講を受講をを受講 機に私機に私機に私に私

自身自身の自身の自身のの運転運転を運転を運転を運転を改善善改善改善す改善す改善す改善するととるととるととととるととももにももに、もに、もに、もに、エコドドエコドドエコドエコドコドライブイブイブブブライブライブや省エや省や省エや省エや省や省 ネ走行ネ走行ネ走行ネ走行走行ネ走行ネネ走行を全社全社を全社を全社を全社を全社を全社に広に広に広に広に広広に広に広

めたいめたいめたいめたいめたいめたいたいと思っと思っと思っと思っと思っと思っと思っと っていまていまていまていまていまていまています。す。す。すす。す。す。

地球地球地球地球地球地球地地球球にやにやにやにやにややにやににややさしさしさしさしさしさしさしい走い走い走い走い走い走い走い走行で行で行で行で行で行で行でで商品商品品商品商品商品商品を運を運を運を運を運を運を運運ぶぶぶぶぶぶぶぶ

㈱パス㈱パス㈱パス㈱パスパスコ・エコ・エコ・エコ・エクスプクスプクスクスプレス　レス　レス　レス 中沢中沢中沢中沢沢 亮 亮 亮亮一一一

㈱パスコ・エクスプレス

あいち自動車エコ事業所認定
環境にやさしいグリーン配送の実施など、「あいち新世紀自動車環境
戦略」が掲げる施策に積極的に取り組む事業所を認定するものです。
その事業所が実施する取り組みを通じて自動車環境の改善を図り、県
民が安心して快適に生活できる自動車環境の実現を図ることを目的と
しています。

グリーン経営認証
「交通エコロジー・モビリティ財団」が認証機関となり、環境改善に向け
た取り組みを行う事業者に対して、審査の上、認証・登録を行います。

燃費向上をサポートする装置を配送車両に取り付けています。

長距離を運行する配送車両の燃費向上と省エネ、安全走行

を図るため、パスコ・ロジスティクスではオートクルーズと車間

距離センサーを採用しています。これにより長距離も一定速

度、一定エンジン回転で走行できるようになり、通常車両と比

較して燃費が約14％向上しました（2010年8月実績）。

パスコ・ロジスティクス㈱

オートクルーズ
アクセルペダルを踏まなくても、一定速度を維持したまま走行できる装置。

車間距離センサー
走行中、前方車両に近づき過ぎると、警報音にてドライバーに知らせる装置。一部の車間距離センサー付き車両
は、前方車両に接近すると前方車両の速度に合わせて追走し、前方車両がいなくなると元の速度に戻ります。

愛知ミタカ運輸㈱

㈱パスコ・エクスプレスの取り組みはWebサイトからもご覧いただけます。　http://www.pasco-express.co.jp
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「  　　　　　　　」

※フィフィフィィリングリングリングリング：中身：中身：中中身や詰めや詰めや詰め物と言物と言物 う意味う意味う意う意味。ケー。ケーケ キやサキやサキやサキやサキやサンドインドインドンドイド ッチのッチのチッチの場合は場合は場合は場 間に挟間に挟挟に むものむものむものむ を、を、を、、を
パイやパイやパイやタルトタルトタルトタル などのなどのどのなどの場合は場場合場合 中に詰中に詰詰中に詰中 めるもめるもめるもるものを指のを指のを指のを指しますしますますします。

生地を生地を生地を生地ををスティステスティスティック状ック状ク状ク状にしにしまにしまにし す。スす。すす ティッティッククク
状にすにす状にす状にする直前る直前前前直 に、規に、規に、規規定の生定の生定のの生地幅に地幅に地幅にに整え整え整え整え
るためるためるためるためめ、端の、端の端の、端のの生地を生地を生地を生 カットカットトしますますましますし 。

原
料
の
準
備

仕
込
み

大分割 展圧（てんあつ）・折込 生地分割フィリング※の折込み

製造工程における改善活動は、廃棄物の削減にもつながっています

生地がコンベヤベルトに付着しないよう、手粉を使用しています。手粉は使用後には廃棄処
分するため、製造工程の中で大きな廃棄となっていました。しかしこの手粉が少ないと生地が
コンベヤベルトに付着してしまい、商品の品質低下を招くため、なかなか使用量を減らすこと
ができませんでした。

工場設備をご担当いただいているお取引先様と協力しながら繰り
返しテスト行い、生地が付着しにくい材質のコンベヤベルトに変更
しました。これにより、展圧の工程での手粉使用量を約５０％削減。
製造工程の中での廃棄ロスの大幅削減につながりました。

薄く伸ばした生地は、規定の生地幅にそろえてから均一なス
ティック状に裁断していきます。規定の生地幅にそろえる際、切り
落とした端の生地（カット生地）は最終的に、廃棄ロスにつながっ
ていました。

展圧・折込の機械を改善して生地
の厚さの安定化を図り、裁断で発
生するカット生地の量を約３０％削
減しました。

Pascoが取り組むTPM活動は、ロス・ムダ・コストを削減し、品
質と生産性を高めていく活動で、環境負荷低減にもつながるも
のです。もともとは、製造現場においてロス・ムダを未然に防ぐ
ことを目的に、自分たちで設備の不具合を正常な状態に戻し、
改善を図るという活動でした。現在は製造現場だけではなく、

全社の各部門、グループ企業にも広がり、それぞれの業務の中で
「TPMの8本柱」を指針に改善活動に取り組んでいます。TPM
活動は社長が全社の中央推進委員長となり、各工場では工場
長が推進委員長になって、社員全員で取り組む体制を整えてい
ます。

TPM活動で品質と生産性を高め、
環境保全にも貢献しています。

T P M活動事例　 利根工場

「十「十「十「十勝バ勝バ勝バ勝バターターターターターステステテスティッィッィック」」ク」と「と「と 十勝十勝十勝十勝バタバタタタターレーレーーレーズーズーズーズンスンスンスンススティティティティテ ックッック」をを」を」を製造製造製造製 するすすするす 利根利根利根利根利 工場工場工場工場工工 品。品品品質向質向質向質向上と上とととと不良不不良不 品削品削品削品 減をを減減を減をテーテーテ マにマにマにマ したしたたTPTPTPTPM活M活M活活動を動を動を動を動 実実実実

施し施し施施し、生、生生生地の地の地のの品質品質を向を向を向上さ上さ上ささせてせてせてきまききましたししたしし 。ま。。まままままた、た、た 製造製造製造製造製製 工程工程程工工程でのでのででので 廃棄廃棄廃棄棄棄や不や不や不や不や 良品良品品良品品の削の削の削のの削減に減に減減 おいおいおいいて大て大てて大てて きなきなきなきな成果成果成果成果成果を挙を挙を挙を挙を挙げてげててげていまいまいまいます。すすす ２０２００２０１００１０年現年現年現現在在在在在在

は、はは さらさらさらさららなるななるる改善改善改善改 と品と品と品と 質向質向質向質向上に上に上ににつなつなつなげてげてげてげ いくいいくいい ためためためたた の新の新の新たなたななたたた 取り取り取り組み組み組みもスもスもススもスタータータータ トししトしししていていていていますますますます。。。

手粉使用量

50%削減
カット生地

30%削減

使用後に廃棄する手粉※の使用量が多い

コンベヤベルトの材質見直しで、手粉の使用量を削減

切り落とす端の生地が多い

機械の改善でカット生地の廃棄ロス削減

課題1

改善1

課題2

改善2

※手粉：生地の分割や整形をする際、生地が作業台や麺棒、あるいは製パン
機械に粘着するのを防ぐために使用する粉のこと。主に小麦粉を使用する。

環境を守る責任と活動
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生地整形 艶出し 焼成 包装・ウェイトチェック 

整形した生地を並べた天板は、最終発酵の工程に進んでいきます。その移動の際のちょっとした
衝撃で、天板の上の生地の位置が乱れて生地同士がくっついてしまうことがあり、不良品が発生
していました。

移動の際に天板を固定するマグ
ネットの数を増やし、天板を滑りにく
く、スムーズに移動できるようにしま
した。これによって生地の位置が乱
れることがなくなり、生地のくっつき
による不良品はゼロになりました。
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〈仕事の視点を8つに分ける〉TPMの8本柱

くっつき不良

ゼロ達成

マグネットで
補強

毎日の毎日の毎日の業務の業務の業務の中で、中で、中で、中 自分た自分た自分た自分た分 ちで決ちで決ちで決めた清めた清めた清清た清掃基準掃基準基掃基準掃基準基基 を守りを守を守りを守りを守り守 、設備、設備、設備、設備を点検を点検検を点検を点検するこするこするこするこ 故とで故故故とで故とで故とで故

障を防障を防障を防障を防障を防障を防障を防を防防ぎ、不ぎ、不ぎ、不ぎ 不ぎ 不ぎ 不良品の良品の良品の良品の良品の良品の発生防発生防発生防発生防発生防発生防発生防防防止や品止や品止や品止や品止や品止や品止や品品品品品質維持質維持質維持質維持質維持維質維持質維持質維質質 に努めに努めに努めに努めに努めに努めにに努めめていまていまていまていていまていまてい す。決す。決す。決す。決す。決す。決す められめられめられめられめられめられめら た手順た手順た手順たた手順た手順た手順で作で作作で作で作で作で作

業をし業をし業をし業をしていまていまていますが、すが、すが、が、今後は今後は今後はパン製パン製パン製パン製造のこ造のこ造のこのことをもとをもとをもとをもっと勉っと勉っと勉っと勉強して強して強し強し 、なぜなぜこの手この手順が必順が必順が必必が必要要要

なのかなのかなのかなのか、作業、作業、作業の意味の意味の意味意味を理解を理解を理解を理解するよするよするように心うに心うに心うに心掛けて掛けて掛けて掛けていきまいきまいきまいき す。私すす 私す が勉強強強したこしたこしたこし とを後とを後とを後

輩にも輩にも輩にも輩にも輩にも輩にも輩にも輩 教え、教え、教え、教え教え教え教え教 ロス・ロス・ロス・ロス・ロスロスロススロ ムダのムダのムダのダのムダのムダのムダののさらなさらなさらなさらさらなさらなさらなさら る削減る削減る削減る削減減る削減る削減る削減る削減る削減につなにつなにつなにつなにつなにつなにつなにつなににつなげていげていげていていげていげていてげていきたいきたいきたいきたいたきたいきたいきたきたた と思いと思いと思いと思いと思いいと思います。ますすます。ますますます

パンパンパン製造製造製造を勉を勉を勉強し強し強しし、ロ、ロ、ロロス・ス・ス・ス・ムダムダムダムダの削の削の削のの削減に減に減に減に

利利利利利利利根利根工利根工根根利根工利根工利根工場 製場場 製場場 製場 製場 製場 製造 課造三課造三課造三課造三課造三課造三課　　高橋高橋高橋高橋高橋高橋高橋 頌 頌 頌頌頌頌頌頌頌頌美美美美美美美

天板での移動時、生地がくっつく課題3

天板を改善し、
くっつき不良をゼロに改善3

TPM活動を支える
「自主保全士」が活躍しています。

Pascoは、TPM活動を提唱する（社）日本プラントメンテナンス
協会が認定する資格、「自主保全士」の資格取得も奨励して
います。「自主保全士」は、設備機械
の操作を行うオペレーターを対象に、
TPM活動の基本である設備の自主
保全を行うために必要な技能や技術
を認定する資格です。現在、Pasco
全社では286名（1級96名、2級190
名）の「自主保全士」が活躍しています。
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いきいきと働ける環境づくり

働きがいがある、
仕事と家庭の両立ができる職場環境へ。
誰もがいきいきと笑顔で働ける職場づくりをめざす

Pascoは、職場環境の整備や人事制度の改善に

取り組んでいます。社員が熱意をもって仕事に臨

むことができる環境づくりをはじめ、仕事をしながら

育児や介護を行う社員へのサポート、ワーク・ライ

フ・バランスを見据えた支援や制度の整備にも力

を注いでいます。

私は現私は現私は現現私は現私は現私は現私は現在、工在、工在、工在、工在、工在、工在、在、 場でミ場でミ場でミ場でミ場でミ場でミ場でミ場でミミキサーキサーキサーキサーキサキサキ ※※※を担当を担を担当を担当を担当を担当を担当していしていしていしてして ますがますがすがますが、それそれそ、それ、それ、 ぞれのぞれのぞれのぞれのぞ 原原原原原

材料の材料の材料の材料の役割や役割や役割や役割や、パン、パン、パンパ、パン製造全製造全製造全製造全体の流体の流体の流体の れはよれはよれ く知りく知く知 ませんせんでしたでしたでしたでした し。しし材料材料の料 役割や、 ンン製造全製造全全体の流体の流体の流流れはよれはよはよはよく知りく知りく知りま んま んま んでしたでしたした。し。し

かしこかしかしこかか の研修で原材で原材材材材材料の役料の役料の役割や、割や、割や、割や、割 冷食プ冷食プ冷食プ冷食プラントラントラントラントにはなにはなにはなにはない「焼い「焼い「焼い「焼「焼焼成」成」成」成」

の工程の工程の工程の工程程の工程の工程の工程の工程程を習得を習得を習得を習得を習得を習得習習得するこするこするこするこするこするこすることで、とで、とで、とでとでとでとで、パン製パン製パン製製パン製パパン製パン製パン製造全体造全体造全体造全体造全体造全体造全体造全体体を知るを知るを知るを知るを知るを知るを知ることがことがことがことがことがことがことができまできまできまできまできまできまできまで した。した。した。したしたしたした

職場に職場に職場に職場に戻った戻 ら、たら、た、だ原材だ原材だ原材材料を準料を準料を準料を料を準備する備する備する備するのではのではのではので なく、なく、なく、なななく「なぜ「なぜ「なぜな この生この生この生生

地には地には地に地 この原こ 材料が材料が材料が料が必要な必要な必要な必要なのか？のかのか？のか？の 」など」など」などど理由を理由を理由を理由を考えな考えな考えながら仕がら仕がら仕が 事事事事

取に取りに取りに取に取り組みた組組みた組みた組組 いと思いと思いと思いと思いといと思とと思いい ますますすいますいますいますいます またまたまた。また。また。またまた 自分自分、自分自分自分、自分、自分、自分の仕事の仕事の仕事仕事の仕事の仕事の仕事だけでだけでだけでだだけでだけでだけでだけでなく製なく製なく製なく製なく製なく製なく製く製造ライ造ライ造ライ造ライ造ライ造ライ造ライ造ラ

ン全体ン全体ン全体ン全体ン全体ン全体ン全体のことのことのことのことのことのことのことを考えを考えを考えを考を考えを考えを考えええることることることことることることることこる で、日で、日で、日で、日で、日で、日で、日で、日で、で、日々成長々成長々成長々成々成長々成長々成長々成長長をしたをしたをしたをしたをしたをしたをしたをしたを いですいですいですいですいですいですいです。。。。。。。。

※ミキサ※ミキサ※ ー・・・・・パンの原パンの原パンの原原材料を混材料を混材料を混料を混ぜ合わせぜ合わせぜ合わせぜ合わせる機械。る機械。る機械。

「パ「パ「パン・ン・ン・ン・菓子菓子菓子菓子製造製造製造造基礎基礎基礎基礎課」課」課」課」のののの
研修研修研修研修研修修研修研修を終を終を終を終を終を終終を終えてえてえてえてえてええて

神戸冷神戸冷神戸冷神戸冷食プラ食プラ食プラ食プラントントントント
製造課製造課製造課製造課

小塚小塚小塚小塚 祥 祥 祥史史史史

これは、「将来どんな仕事を経験していくのか」「Pascoではどの
ような仕事を通じて人材を育成するのか」といったジョブローテー
ションを「見える化」することで、熱意と目的意識をもって業務に
臨むことができる環境づくりを行うものです。
2010年の生産部門新入社員から運用をスタートし、4年間の育
成期間中に製造現場でのさまざまな業務を経験していきます。加
えて、新たに研修（パン・菓子製造基礎課）の場を設け、４週間に
わたりパンづくりのこと、会社全般のことなど幅広い知識を習得
しています。

企業にとって社員は大切な財産であり、一人ひとりの成長が企
業の成長につながります。
しかし、若手中堅社員の中には、将来どのような業務を経験して
成長していくのか、明確な道筋が見えず、自身の将来に不安を抱
く社員も見受けられました。
そこで、中長期的な職種経験モデルとなる「キャリアパス」と、計
画的に知識・技能の習得を図る「キャリア・ディベロップメント・プロ
グラム（ＣＤＰ）」を、製造メーカーの核といえる製造部門から導入
しました。

キャリアパス制度で、意欲的になれる職場環境をつくります。

工場にあるような機
械を使わず一から
パンを手づくりする
ことで、パンづくり本
来の楽しさを学ぶと
ともに、基礎的な製
パン知識や理論を
身につけています。

生産現場に関する
知識をはじめ、会社
全般や商品に関す
る知識を習得し、
自身の担当業務と
会社との結びつき
を理解しています。
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■  育児休業取得者
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女性
12人

男性
1人

女性
18人

男女別社員数

※2010年8月時点

（男性）正社員
人3,373人

正社員
（女性）
826人

パートナー社ー社員
（男性）
1,093人

パートナー社員（女性）
1,104人

パートパーパートパートパートパートパートナー社ナー社ナー社ナー社ナー社ナー社社ナ 員とし員とし員としし員とし員とし員としと て業務て業務て業務て業務て業務て業務て業務を進めを進めを進めを進めを進めを進めを進める中でる中でる中でる中でる中でる中でる中で中中 仕事に仕事に仕事に仕事に仕事に仕事に仕事にやりがやりがやりがりがやりがやりがやりがいや責いや責いや責いや責いや責いや責いや責任を任を任を任任を任を任を

感じた感じ感 り、Pり、 ascscsccoの社oの社oの社oの社風に触風に触風に触風に触れるうれるうれるうれる ちに、ちに、ちに、正社員正社員正社員正社員になりになりになりに たいとたいとたいとと考え考え考え考

るようるようになりりましたましたしたし 。正社。正社。正社正社員への員への員への員への登用は登用は登用は登用は毎年２毎年２毎年２毎 回行わ回行わ回行われていれていれています。ます。ます。ます。

そのスそのスそのスそのスそのスそのスそのステップテップテッププテ プテ ププとしてとしてとしててとしてとしてとして小論文小論文小論文小論文小論文小論文小論文論論小 ・適性・適性・適性・適性・適性適性適性検査検査検査検査検査検査検査検検検 ・・・・面接を面接を面接を面接を接面接を面接を面接を接接面 経て、経て、経て、経て経て経て 私は２私は２私は２私は２私は２私は２０１００１００１００１００１００１０１０年年年年年年年年

８８８８８８月より月より月より月より月より月より月より正社員正社員正社員正社員正社員正社員正社員となりとなりとなりとなりとなりとなりとなりましたましたましたましたましたましたました。今ま。今。今ま。今ま。今ま。今ま。今ま今 でパーでパーでパーででで トナートナートナーナトナ 社員と社員と社員と社員と社員と員 して経して経して経経経験して験して験してききき

たことたことたことたことを活かを活か活かしていしていしていていけるよけるよけるよけるよう、日う日う、日う、日々々の業々の業々の業務に携務に携務に携務に携に わってわってわってっていきたいきたいきたいですいですいです。。。

パーパパーパーパーパパパ トナナトナトナトナナトナナー社ー社ー社社社社員で員で員で員で員でで員
経験経験経験経験経験験経験経験経験してしてしてしてしてしてしてし きたきたきたきたきたきたき ことことことことことことととこととを活を活を活活を活を活を活を活活かしかしかしかしかしかしかしかしかしててててててててて

豊中工豊中工豊中工豊中工場場場 場 
生産Ｔ生産Ｔ生産Ｔ生産ＴＰМ推ＰМ推ＰМ推推進グル進グル進グル進グループープープ

飯田飯田飯田飯田 清 清 清

名古屋市子育て支援企業」
優秀賞を受賞しました。

Pascoは子育てにやさしい活動を行う企業として「平成21年度名古屋

市子育て支援企業」に認定され、優秀賞を受賞しました。今回の受賞

は、女性の人材力確保への成果や、男性の育児休業取得の実績に加

え、食育活動、パスコ・サポーターズ・クラブでの親子パンづくり教室の

開催、親子工場見学による地域友好活動が認められたものです。

2010年1月27日に行われた
認定・表彰式にて、河村たかし
名古屋市長（写真左）より表彰
状、表彰盾、認定証、認定プ
レートが贈呈されました。

仕事と、育児・介護が両立できるように、Pascoには法の定めを上
回る育児休業制度や介護休業体制など、さまざまなサポート制度
があります。さらに、結婚や出産、育児などの人生の節目において
も、安心して働くことができる環境づくりとして、積み立て有給休暇
制度を改善しました。今までは45歳以上の社員が対象でしたが、
全社員が対象者になりました。取得しなかった有給休暇を積み立
て、妊娠による体調不良時や通院時、傷病での休業やボランティ
ア休暇などに使用できます。

2009年4月に施行した「パートナー社員制度」では、従来の「臨
時雇用者」という呼称をパートナー社員に変更し、パートナー社
員が働きやすい職場環境づくりを行いました。また、正社員への
登用に加えて「準社員制度」の仕組みもあります。準社員は勤
務エリア限定のため、家庭の事情などにより転勤できない人でも
長く働き続けられ、処遇は正社員とほぼ同じです。現在、準社員
は約50名となっています。

積み立て有給休暇制度を
新入社員から利用できるように
しました。

多様な働き方をサポートする
雇用制度の充実に努めています。

ワーク・ライフ・バランスに配慮し、
労働時間の適正化を図ります。

Pascoでは、社員一人ひとりが仕事と生活のバランスを保ち、
いきいきと働ける環境づくりをめざして長時間労働の緩和に取
り組んでいます。2010年4月には、製パン業界で初めて所定
労働時間2,000時間未満となりました。ワーク・ライフ・バラン
スの実現に向けて、引き続き労働時間の適正化などに努めて
いきます。

※データは、敷島製パン株式会社の値を示しています。
※2010年は、2009年9月から2010年8月までの
データを示しています。
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グループ企業　第一食品㈱ グループ企業　㈱クチーナ

地域のみなさまと社会への貢献

地域とともに歩み、
広く社会に役立つ活動に取り組んでいます。
事業活動を通じて、健康で活力ある社会の実現をめざすPascoグループ。地域のみなさまとのコミュニケーションを図り、

さまざまな団体の活動を支援する他、広く社会に貢献する活動に力を入れています。その一例をご紹介します。

国際親善女子車椅子バスケットボール大会に
協賛しています。

インターンシップの受け入れで、
地域の学校教育にも貢献しています。

里山学校で食育活動を担当し、
朝食の大切さを伝えました。

障がいがある方の積極的な雇用が、
千葉県から認められました。

Pascoは2010年２月18日～20日に大阪市で行われた「第7回国際親善女子車椅子バス

ケットボール大阪大会」に協賛企業として参加しました。同大会では、世界の強豪チームの

熱戦が繰り広げられた他、選手と市民が交流する「バスケットボール教室」や、各国の選手

が市内の学校を訪問する「学校交流」なども行われました。

Pascoは協賛企業として第１回大会から参加し、協賛品

や、選手・ボランティアの方々の食事を提供してきました。今

後も、国際親善の場であり、市民と障がいのある方とのふれ

あいの場となる同大会に、協賛を通じて貢献していきます。

第一食品は、地元である富山県の中学校・高校からの要請でインターンシップを受

け入れ、地域の学校教育にも協力しています。中学生は年に２回、数名を受け入

れ、高校生は2009年12月に1名、2010年７月に３名を受け入れました。インターン

シップ生は現場に配属され、食パンの検品・仕分け・パ

ンの製造といった業務を体験します。第一食品では、就

労体験と就業意識の向上を促すインターンシップを地

域貢献活動の中でも重要な取り組みの一つと位置づ

け、今後も継続して行っていく予定です。

クチーナでは障がいのある社員もいきいきと働けるように、一人ひとりの個性

に配慮した家族的な雰囲気づくりと、保護者・家族との連携による問題解決

への取り組みを行っています。2010年、こうした取り組みによって、千葉県の

「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」※に認定され

ました。

※障がいのある方を積極的に雇用し、障がいのある人もない人
も、ともに働いている事業所に対して千葉県が認定を行うも
のです。

Pascoは工場見学や料理教室など、さまざまな場で朝食の大切さを伝える活

動を行っています。2010年7月23日～25日に開催された、朝日新聞社主催

の「モリゾー・キッコロ里山学校」においては、前年に引き続き食育プログラム

を担当しました。Pascoの社員が中心となって、「朝

食をきちんと摂る食習慣の大切さ」や、「食事のバ

ランスの大切さ」を子どもたちに伝えるとともに、子

どもたちと一緒にパンを使った朝食メニューをつくり

ました。

「くまのがっこう」との協同で、
子どもたちを応援しています。

Pascoは子どもたちに人気の絵本「くまのがっこう」と協同で、子どもたちを応援する活動
を行っています。2010年９月からは「くまのがっこう」とスナックパンのコラボレーションが
スタート。Pascoはスナックパンの売上の一部で、「くまのがっこう」が展開する社会貢献
活動「チア ジャッキーズ！」を応援します。今後は、子どもたちに楽しんでもらえるイベントを
「チア ジャッキーズ！」とともに開催していく予定です。

日本の子ども向け絵本シリーズ。作者は、あいはら

ひろゆき（文）、あだちなみ（絵）。2002年8月10日

に第一作「くまのがっこう」が発売されて以来、

シリーズ累計発行部数は150万部（2010年1月

現在）を超え、現在はフランスなど海外でも出版さ

れています。

くまのがっこう
「くまのがっこう」が展開する社会貢献活動で、世界中の頑張る子ども

たちを応援しています。「チア ジャッキーズ！」は、絵本の読み聞かせ、原

画展でのワークショップ、幼稚園・保育園の訪問、チャリティーミュージ

カルやコンサートを開催する他、アジアの子どもたちのための学校づく

り、紛争・災害地域に暮らす子どもたちの支援活動を行うNPO法人「子

供地球基金」を支援しています。

チア ジャッキーズ！
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Pasco CSR報告書 2010

第三者評価

あとがきにかえて

当社で４回目の発行となる「Pasco CSR報告書 ２０１０」をご覧い
ただき、ありがとうございました。
このたびの報告書では「社会に生かされているＰａｓｃｏ」をテーマ
に、お客さまや社会からのご期待に応えるための、日々の取り組み
をご紹介しています。特に今回は、私たちの取り組みをご紹介する
だけでなく、その原動力となる社会からの要望や背景についてもご
説明しています。
株式会社インテグレックス代表取締役社長の秋山様には、今回を
含め、３年にわたり第三者評価をいただきました。各年の報告書に
対する評価は、次の活動への指針となるものでした。
秋山様からの評価をはじめ、これまでの報告書をお読みいただいた
方々からのお言葉、社内からの提案などをもとに毎年試行錯誤を重
ね、ＣＳＲ報告書を作成してまいりました。

このたびの報告書に対する第三者評価では、日本の「食」の未来に
おける課題解決のためにPascoが果たすべき役割を認識し、さら
なるチャレンジを続けるべきとのお言葉を頂戴しました。Pascoは
今後も食料自給率向上への貢献をはじめとした活動に取り組むと
ともに、引き続きその取り組みや成果をご報告してまいりたいと思
います。
秋山様におかれましては、PascoのCSR報告書の歩みとともに、
Pascoグループの在り方も含む貴重なご指摘を賜りましたことを、
厚く御礼申し上げます。
Pascoグループでは、第三者評価も踏まえて、社会から生かされる
会社づくりをめざして、日々の努力を続ける所存です。
今後とも、みなさまからのお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

CSR報告書は、経営理念の実現に向けた取り組みに対するコミッ
トメントの発信ともいえます。本年も、そのような視点から意見を述
べたいと思います。

１．評価したい点
創業の精神であり、経営理念のベースである「パンづくりで社会に
貢献する」ために、時代と共に変化する社会の期待にどのように応
えるかを考え続け、真摯に取り組むPascoの誠実さが伝わる報告
書です。「トップコミットメント」の対談からは、社会の期待に応える
という使命への経営トップの強いコミットメントと社員一人ひとりの
意識の共有、実現に向けたたゆまぬ努力が伝わってきます。
特集で取り上げられている食料自給率向上への貢献は、日本の食
の未来を守っていくための極めて重要な取り組みといえ、未来を見
据え、地道に取り組みを重ねる姿が印象的です。
また、お客さまの声に応えるために、部門を越え、技術的な困難も
克服しながら商品開発を進めるパンづくりの想いとこだわりや、海
外事業においても、現地企業とのパートナーシップにより製パン
技術を提供する等、常にパートナーシップを大切にする姿勢に
Pascoらしさを感じます。環境への取り組みでも、製造過程での環
境配慮はもちろん、「ロングライフ商品」の開発等、商品を通じた環
境貢献への取り組みも印象的です。

２．今後、さらに期待したい点
世界における人口増加、新興国の急成長による食生活の変化、気
候変動による干ばつや地域的な穀物の不作等、世界の状況は大き
く変わり、これからも変わっていきます。日本の食料自給率の低さや
世界の食料事情を考えると、日本の「食」の未来には課題が多いと
いえますが、だからこそ課題解決のためにPascoが果たせる役割
は大きいといえます。今取り組まれている国内の小麦農家との連
携、国産米粉を利用した商品開発等、今後も、さまざまなチャレンジ
を続けられることを期待します。

３．ResponsibilityからRespectへ
昨年のCSR報告書を読まれたお客さまの「知れば知るほど、好き
になります、この会社」という言葉が印象的でした。この言葉は、
PascoのCSRが、他社との差別化を図るためや、単に責任
（Responsibility）として取り組むような企業のレベルをはるかに
超え、経営自体にしっかりと組み込まれているというひとつの証だ
と感じます。今後も、CSRのRを尊敬（Respect）と捉えられる企業
であり続けることを期待します。

敷島製パン株式会社
常務取締役

澁谷 雅義

株式会社インテグレックス
代表取締役社長

秋山 をね氏
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敷島製パン株式会社
SHIKISHIMA BAKING CO., LTD.

地球環境保護のために、
このパンフレットには
大豆油インキを使用しています。

敷島製パン株式会社　
総務部 CSR事務局　

〒461-8721 名古屋市東区白壁五丁目3番地
Tel.052-933-2111  Fax.052-933-9601
http://www.pasconet.co.jp

お問合せ先

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

2010.11

Forest Stewardship Council
(森林管理協議会)の基準に基づき
認証された、適切に管理された
森林からの原料を含むFSC認証紙
を使用しています。
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