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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

1960 昭和 35年

・大手や異業種のガム市場参入相次ぐ
・日本チウインガム協会創立、会長にハリス山本佐与治氏就任
（1月）
協会事務所は千代田区神田多町 2-1（キングトリスガム株式会社内）
・ハリス、前年 12月売上 4億 8千万円と発表（1月）
・江崎グリコ、ガム市場参入「ジューシー」「スペアミント」
「グリーン」発売（4月）
・明治チューインガム設立（6月）
・ロッテ「クールミント」（20円）発売（6月）
・日本チウインガム協会、ぶどう糖需給割当について食糧庁と
協議（7月）

・カンロ飴本舗、ガム市場参入（8月）
・日本チウインガム協会、貿易自由化対策委員会設置（8月）
・チーリン製菓設立（9月）
・森永製菓「ディズニーガム」発売

・安保条約反対闘争
・カラーテレビ本放送開始
・ダッコちゃんブーム

1961 昭和 36年

・全製品「ガムは紙に包んで捨てましょう」表示開始
・サンスター、ガム市場参入（5月）
・不二家、ガム市場参入（5月）
・米メーカー出資で名糖アダムス設立（8月）
・ロッテ、1000万円懸賞金キャンペーン実施
・ワーナー・ランバート、日本初の粒ガム「チクレット」発売

・ガガーリン地球 1周有人
飛行成功

・JASマーク制定 

1962 昭和 37年

・ガム消費、前年比 4割増（4月）
・ロッテ「コーヒーガム」（20円）発売（11月）
・ハリス「コーヒーガム」発売
・ハリス、東京オリンピックに協賛
・丸川製菓「フィリックスガム」発売

・キューバ危機

・不当景品類及び不当表示
防止法施行 

1963 昭和 38年
・ワッペンブームで菓子景品競争
・江崎グリコ「鉄人 28号ガム」発売（10月）

・三井三池炭鉱爆発事故
・ケネディ米大統領暗殺

・砂糖自由化実施 

1964 昭和 39年
・日本チウインガム協会新会長にロッテ重光武雄氏就任（4月）
・鐘紡紡績、ハリスを吸収しカネボウハリス誕生 (4月）
・丸川製菓「ビックX」ガム独占使用権獲得（8月）

・東京オリンピック開催
・東海道新幹線開業
・海外旅行自由化

年 表
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

1965 昭和 40年

・各社キャラクターガムの競争激化
・森永製菓「オレンジガム」発売（3月）
・ロッテ「ミスタージャイアンツガム」発売（4月）
・江崎グリコ「パピイガム」発売（6月）
・カネボウハリス「チューイング BONガム」発売
・カバヤリーフ「ビックリーグガム」発売
・森永製菓「テレビガム 立体マンガ折紙入り」発売
・森永製菓「トップスターガム」発売

・日韓基本条約成立 

・朝永振一郎氏 ノーベル物理
学賞受賞 

1966 昭和 41年 ・ロッテ「マグマ大使ガム」発売（11月）
・国会「黒い霧」事件
・ザ・ビートルズ来日
・総人口 1億人突破 

1967 昭和 42年

・カネボウハリス「サワーハリスガム」発売（1月）
・シスコ「ウルトラマンフーセンガム」発売（1月）
・シスコ「怪獣ブースカふうせんガム」発売（5月）
・不二家「パーマンガム」発売（5月）
・明治製菓「プチガム」発売（5月）
・ロッテ「黄金バットガム」発売（8月）
・ロッテ「怪獣王子ガム」発売（11月）
・江崎グリコ「スポロガム」発売（12月）
・ワーナー・ランバート「デンティーン」発売

・第三次中東戦争勃発
・佐藤首相、非核 3原則明言

1968 昭和 43年

・ロッテ「タケルフーセンガム」発売（3月）
・カネボウハリス「フーセンガム」発売（7月）
・ロッテ「ボンボン」発売（9月）
・ロッテ「ちびっ子ベロガム」発売（11月）
・シスコ「コント 55号ふうせんガム」
「新ゲゲゲの鬼太郎ふうせんガム」発売（12月）

・川端康成氏 ノーベル文学賞
受賞
・現金 3億円強奪事件
・小笠原諸島 23年ぶり復帰

・消費者保護基本法公布 

1969 昭和 44年

・ロッテ「妖怪人間ベムガム」発売（1月）
・シスコ「佐武と市捕物控ふうせんガム」発売（4月）
・ロッテ「タイガーマスクガム」発売（10月）
・人口甘味料チクロ使用禁止（10月）
・シスコ「ひみつのアッコちゃんふうせんガム」
「柔道一直線ふうせんガム」発売（12月）

・東名高速道路全通
・アポロ 11号月面着陸成功

1970 昭和 45年

・リグレーなど外資が日本上陸を狙う
・シスコとコビトの「ニャロメガム」紛争（2月）
・フルタ製菓「クールボン」発売（2月）
・森永製菓「スカッシュ」発売（4月）

・大阪万博開幕
・よど号ハイジャック事件

・ケンタッキーフライドチキン
日本上陸 

50thth
　　　　　　　AnniversaryAnniversary
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

・「全国チューインガム業公正取引協議会」設立
委員長にロッテ重光武雄氏就任（5月）

・シスコ「ニャロメガム」発売（5月）
・シスコ「のらくろバブルガム」発売（10月）　
・ロッテ「キックの鬼」発売（10月）　
・シスコ「ハレンチ学園ガム」発売（12月）
・カネボウハリス「チューチュー」発売

1971 昭和 46年

・カネボウハリス、米国逆上陸計画を発表（2月）
・「景品類の提供の制限に関する公正競争規約」が施行され懸賞が
制限（2月）

・ロッテ「ウルトラマンガム」「ジャングル大帝ガム」発売（4月）
・仁丹「スパイ Zフーセンガム」「走れコータローフーセンガム」
発売 (4月）
・フルタ製菓「アンデルセン物語ガム」発売（5月）
・明治製菓とリグレーの販売提携（6月）
・日本チウインガム協会定時総会 輸入関税の35％引上げ運動を
行い国会で承認（6月）
・チューインガム輸入自由化（7月）

・海外旅行者 100万人突破

・マクドナルド 1号店銀座に
開店 

・カップヌードル発売

1972 昭和 47年

・ロッテ「鉄腕アトムガム」発売（1月）
・ロッテ「ニューボンボンガム」発売（3月）
・大手ガムメーカー「フタル酸エステル」を自主的に使用中止
（6月）
・ロッテ「ウルトラセブン」発売（8月）
・カネボウハリス「チューイングボン」発売（11月）

・札幌冬季オリンピック開催
・浅間山荘事件
・米国から沖縄返還 

・日中国交正常化  

1973 昭和 48年
・チューインガム業資本自由化（5月）
・フルタ製菓「キカイダー 01ガム」発売（9月）
・カネボウハリス、高級板ガムシリーズ発売

・石油ショック
・王貞治選手三冠王
・江崎玲於奈氏 ノーベル物理
学賞受賞

・菓子製造業 100％資本自由化
・GATT 東京ラウンド開催

1974 昭和 49年

・ロッテ「イナズマンキャンディガム」「ドロロンえん魔くんガム」
「ド根性ガエルガム」発売（3月）
・ロッテ「宇宙戦艦ヤマトガム」発売 (12月）
・森永製菓「サンキストガム」発売

・小野田元少尉 30年ぶり
帰国

・セブン̶イレブン 1号店開
店
・菓子類生産年間 1兆円超え
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

1975 昭和 50年

・チューインガム「表示に関する公正競争規約」施行（9月）
・「日本チウインガム協会」から「日本チューインガム協会」名称変更
（9月）
・日本チューインガム協会、事務所を銀座 8丁目トミタビルに移転

・エリザベス英女王来日 

・第二次ベビーブーム
・沖縄海洋博開催 

1976 昭和 51年

・ロッテ「梅ガム」発売（3月）
・フルヤ「のらくろフーセンガム」発売（4月）
・日本チューインガム協会、PR用パンフレット「チューインガム
の話」作成

・カネボウハリス「ハリスガム」発売

・「およげ！たいやきくん」
大ヒット

・ロッキード事件

1977 昭和 52年

・日本チューインガム協会、関税対策委員会設置（1月）
・第 19回全国菓子大博覧会（静岡）に協賛（2月）
・ロッテ「ジョイントロボガム」「リカちゃんガム」発売（2月）
・カネボウハリス、カネボウ食品に改称
・森永製菓「ハミングガム」発売
・ロッテ「グッテント」発売
・ワーナー・ランバート「トライデント」発売

・王貞治選手、本塁打世界
最高記録
・日航機ハイジャック事件
・気象衛星ひまわり打上げ

・食品添加物の酸化防止剤
（BHT）問題 

1978 昭和 53年

・ロッテ「バブアップ」発売（2月）
・江崎グリコ「ギャグメイトフーセンガム」発売（12月）
・カネボウ食品「プレイガム」発売
・風船ガム競争始まる

・池袋サンシャイン 60開館
・成田空港開港
・原宿「竹の子族」登場

・農林水産省発足 

1979 昭和 54年

・江崎グリコ「うらないっこフーセンガム」発売（4月）
・ワーナー・ランバート「バブリシャス」発売（5月）
・コリス「コーラ・フーセンガム」発売 (6月）
・ドライバー対象に眠気防止効果のポスターを作成、
駅や輸送機関に配布（7月）

・カバヤ「ビック 1ガム」発売（8月）

・東京で初サミット開催
・インベーダーゲーム、
ウォークマン大ヒット

1980 昭和 55年

・関税率がチューインガムは 40％から 30％、シュガーレスガム
は 25％から 10％へ 8年掛けて引き下げへ（4月）

・カネボウ食品「バブコ」発売
・カバヤ「デラックスビック 1ガム」発売
・ロッテ「クイッククエンチ」発売

・イラン・イラク戦争開戦
・西側諸国モスクワ五輪ボイ
コット
・日本、自動車生産台数世界
一に

1981 昭和 56年
・カネボウ食品「スポルタス」発売（3月）
・ロッテ「シナモン」発売（3月）

・神戸ポートアイランド博覧
会開催
・福井謙一氏 ノーベル化学賞
受賞

50thth
　　　　　　　AnniversaryAnniversary
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

1982 昭和 57年

・農林水産省「フードウィーク」川崎、京都に協賛（3月）
・明治チューインガム「10円やさん」発売（4月）
・ロッテ「ブルーベリーガム」発売（11月）
・公正取引委員会、独禁法監視対象にチューインガムを指定

・東北・上越新幹線開通
・500円硬貨発行

1983 昭和 58年

・関税率がチューインガム 30％、シュガーレスガム 10％へ（4月）
・明治製菓「フー」発売（5月）
・農林水産省「フードウィーク」東京、北九州に協賛（10月）
・ロッテ「ブラックブラック」「フラボノ」「フリーゾーン」発売

・東京ディズニーランド開園
・任天堂「ファミコン」発売

・厚生省、アスパルテーム
（甘味料）など 11品目を食品
添加物に指定

1984 昭和 59年

・第 20回全国菓子大博覧会（東京）に協賛（2月）
・全国小中学校に壁新聞「噛むことの健康を科学する」を配布
（10月）
・農林水産省「フードウィーク」京都に協賛（10月）

・NHK衛星放送開始
・福沢諭吉、新渡戸稲造、
夏目漱石を肖像とした
新札発行

1985 昭和 60年

・ワーナー・ランバート「クロレッツ」日本で発売（1月）
・明治製菓「わたガム」発売（1月）
・消費者向け PRリーフレット「なるほど・ざ・チューインガム」
作成（4月）
・農林水産省「フードウィーク」岡山、神戸に協賛（10月）
・関税率がシュガーレスガム10％から 8％へ
・パイン「どんぐりガム」発売

・日航機、御巣鷹山に墜落
・日本の総人口 1億 2000万人
突破
・NTT、JTが民営企業として
発足

・全日本菓子協会発足

1986 昭和 61年
・ロッテ「パラチノースフーセンガム」発売 (8月）
・ロッテ「ノータイム」発売（10月）

・男女雇用機会均等法施行
・チェルノブイリ原発事故 

・三原山噴火

1987 昭和 62年

・江崎グリコ「キスミントガム」発売（5月）
・食品添加物全面表示問題で、「ガムベース」と「軟化剤」の一括
表示を要望（9月）
・農林水産省「フードウィーク」神戸、三宮に協賛（10月）

・JRグループ 7社が民営企業
として発足
・利根川進氏 ノーベル生理学・
医学賞受賞

1988 昭和 63年
・ロッテ、咀嚼力向上ガム「ガムズ」発売（3月）
・明治チューインガム「すっぱいガムにご用心」発売（9月）

・ドラゴンクエストⅢ大ヒット
・青函トンネル開通
・リクルート事件

1989
昭和 64年
平成１年

・関税率がシュガーレスガム８％から５％へ（4月）
・第 21回全国菓子大博覧会（松江）に協賛（4月）

・消費税 3％スタート
・昭和天皇崩御
・天安門事件

1990 平成 2年
・農林水産省「消費者の部屋」でチューインガムの特別展示実施
（3月）

・東西ドイツ統一
・バブル経済崩壊

年 表
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

1991 平成 3年
・江崎グリコ「キスミントガム リゾート」発売（4月）
・食品添加物全面表示により、「ガムベース」と「軟化剤」に一括
表示が認可（7月）

・雲仙普賢岳火砕流発生
・リサイクル法施行
・東京新都庁舎完成

・牛肉、オレンジ輸入自由化

1992 平成 4年

・ロッテ、「注意んガム」を全国の交通安全協会に無償提供（4月）
・新計量法施行も、枚数、個数表示が継続（5月）
・ロッテ「マスカット」発売（11月）
・フルタ製菓「サンダーバードガム」（30円）発売

・東海道新幹線「のぞみ」運行
開始

1993 平成 5年

・ロッテ「グリーンガム」「クールミント」他 9商品を 100円で発売
（6月）
・（財）交通道徳協会と協力し、全国主要 JR駅に噛み捨て防止
ポスターを掲示（6月）

・丸川製菓「フィリックスガム」（10円）デザイン一新（7月）
・江崎グリコ「つぶつぶガム（いちご、メロン、グレープ、レモン）」
発売（10月）

・ブルボン、ガム市場参入「ハイメンテ」「チャイム」「のどガム」
「ストロングパンチ」発売（11月）
・ロッテ、特定保健用食品「グッテント」発売（12月）
・カネボウ食品本部とベルフーズが合併、カネボウフーズを設立
・フルタ製菓「愛の若草物語ナンとジョー先生ガム」（30円）発売
・フルタ製菓「無責任艦長タイラーガム」（30円）発売

・プロサッカー Jリーグ開幕
・細川首相内閣発足
・サッカーＷ杯「ドーハの悲
劇」

・米凶作、タイ米緊急輸入

1994 平成 6年

・ロッテ、シュガーレス粒ガム「フラボノシュガーレスガム」
「ブルーベリーシュガーレスガム」発売（2月）
・6月 1日を「ガムの日」と制定（3月）
・第 22回全国菓子大博覧会（金沢）に協賛（4月）
・渋谷東急 109スクエアで第 1回「チューインガムの日」イベント
実施（6月）

・日本チューインガム協会、地域清掃活動に協力開始（7月～）
・朝日、毎日、読売、日経、産経に「きれいな街作り」マナー広告
掲載（9月）

・江崎グリコ「つぶつぶガム」（シュガーレス）発売
・フルタ製菓「ブルースワットカットガム」（100円）発売

・向井千秋氏、日本人女性初
の宇宙飛行
・関西国際空港開港
・大江健三郎氏 ノーベル文学
賞受賞 

1995 平成 7年

・関税率がチューインガム 24％へ（4月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 1回「チューインガムの週」展示
実施（5月）

・ラフォーレ原宿で第 2回「チューインガムの日」イベント実施
（6月）
・江崎グリコ「アクアティカ」発売（10月）
・ロッテ「スウィーティ」発売（11月）

・阪神淡路大震災
・地下鉄サリン事件
・Windows 95発売

・新食糧法施行、米の生産・
流通・販売が原則自由に

50thth
　　　　　　　AnniversaryAnniversary
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

1996 平成 8年

・農林水産省「消費者の部屋」で第 2回「チューインガムの週」展示
実施（5月）
・ディアモール大阪Dsスクエアで第 3回「チューインガムの日」
イベント実施（6月）
・6地区で環境美化活動に協力（8月～）

・羽生善治、将棋公式タイトル
独占 

・ペルー日本大使館公邸襲撃
事件
・ナイキ・エアマックス大
ヒット

1997 平成 9年

・江崎グリコ、特定保健用食品「キスミントガム大粒（ホワイト）」
発売（2月）
・江崎グリコ、キシリトール入りガム「デンタルケア」「ダイエット」
発売（3月）
・キシリトールが新規甘味料として食品添加物に認可（4月）
・炭酸カルシウム使用基準 2％から 10％へ（4月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 3回「チューインガムの週」展示
実施（5月）
・名古屋名鉄セブンで第 4回「チューインガムの日」イベント実施
（6月）
・ロッテ、キシリトール入りガム「キシリトール・ガム」発売（5月）
・明治製菓、キシリトール入りガム「キシリッシュガム」発売（6月）
・ブルボン、キシリトール入りガム「アイスミント・ガム」発売
（6月）
・2地区で環境美化活動に協力（10月～）

・消費税 3％から 5％へ
・北海道拓殖銀行、山一證券
破たん
・東京湾アクアライン開通

1998 平成 10年

・江崎グリコ「キシレッツ」発売（2月）
・第 23回全国菓子大博覧会（岩手）に協賛（4月）
・5地区で環境美化活動に協力（4月～）
・渋谷パルコで第 5回「チューインガムの日」イベント実施（6月）
・ブルボン「コミュニケースガム」発売（7月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 4回「チューインガムの週」展示
実施（9月）

・冬季オリンピック長野大会
開幕
・明石海峡大橋開通 

・W杯フランス大会初出場 

1999 平成 11年

・8地区で環境美化活動に協力（4月～）
・渋谷パルコで第 6回「チューインガムの日」イベント実施（6月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 5回「チューインガムの週」展示
実施（9月）
・江崎グリコ「キシリフレッシュ」発売（11月）

・日本初、核臨界事故発生
・世界人口、60億人突破 

・石原東京都知事誕生

2000 平成 12年

・「チューインガムの日」日本記念日協会に登録（2月）
・江崎グリコ「ショックウェーブ」発売（3月）
・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）
の改正、賞味期限及び保存方法表示が省略可（3月）

・紫式部を肖像とした二千円
札発行
・地下鉄日比谷線脱線事故

年 表
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

・ワーナー・ランバート、特定保健用食品「リカルデント」発売
（5月）
・渋谷パルコで第 7回「チューインガムの日」イベント実施（6月）
・日本チューインガム協会、事務所を新橋 6丁目 JBビル 6階に
移転（7月）

・農林水産省「消費者の部屋」で第 6回「チューインガムの週」展示
実施（9月）

・1地区で環境美化活動に協力（10月）

・白川英樹氏 ノーベル化学賞
受賞

・大手食品会社の食中毒事件
が社会問題化

2001 平成 13年

・江崎グリコ「海のさわやかミント」「緑のさわやかミント」発売
（2月）
・遺伝子組換え食品に関する表示基準義務化（4月）
・ポイ捨て防止の CMを東京・大阪・名古屋で放映、ポスター
も自治体に配布（5月～）
・大阪梅田 BIGMAN前広場で第 8回「チューインガムの日」
イベント実施（6月）
・6地区で環境美化活動に協力（8月～）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 7回「チューインガムの週」展示
実施（8月）

・日本チューインガム協会のホームページ開設（10月）

・東京ディズニーシー、USJ

オープン
・皇太子妃・雅子さま第 1子
ご出産
・アメリカ同時多発テロ事件
・野依良治氏 ノーベル化学賞
受賞

2002 平成 14年

・ロッテ、ボトル入り「キシリトール・ガム」発売 (3月）
・アレルギー物質を含む食品に関する表示義務化（4月）
・15地区で環境美化活動に協力（4月～）
・名古屋名鉄メルサで第 9回「チューインガムの日」イベント実施
（6月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 8回「チューインガムの週」展示
実施（8月）

・ファイザー・コンシューマー「クロレッツＸＰ」発売

・日韓ワールドカップ開催
・田中耕一氏 ノーベル化学賞
小柴昌俊氏 物理学賞受賞
・北朝鮮拉致被害者帰国

2003 平成 15年

・明治製菓、ボトル入り「キシリッシュガム」発売（2月）
・江崎グリコ「ウォータリングキスミントガム」発売（3月）
・第 1回「NOポイ捨てガム・サミット」（神戸）に協力（3月）
・18地区で環境美化活動に協力（4月～）
・江崎グリコ、「POs-Ca」配合の特定保健用食品「ポスカム」発売
（5月）
・東京フジテレビ本社ビル前で第 10回「チューインガムの日」
イベント実施（6月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 9回「チューインガムの週」展示
実施（8月）

・アジアで SARS集団発生
・米英イラク攻撃、イラク戦
争始まる
・阪神タイガース 18年ぶり
リーグ優勝

50thth
　　　　　　　AnniversaryAnniversary
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

・江崎グリコ、ボトル入り「ポスカム」発売（9月）
・キャドバリー・ジャパン「ホワイティーン」発売

2004 平成 16年

・ブルボン、ボトル入り「スーパーはなのどガム」発売（1月）
・9地区で環境美化活動に協力（4月～）
・大阪梅田 BIGMAN前広場で第 11回「チューインガムの日」
イベント実施（6月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 10回「チューインガムの週」
展示実施（8月）

・新潟県中越地震
・プロ野球球団、東北楽天
設立

・牛肉トレーサビリティ法
施行

2005 平成 17年

・江崎グリコ「ポスカム パウチ」発売（3月）
・10地区で環境美化活動に協力（4月～）
・第 2回「NOポイ捨てガム・サミット」（衆議院第一議員会館）に
協力（5月）

・東京フジテレビ本社ビル前で第 12回「チューインガムの日」
イベント実施（6月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 11回「チューインガムの週」
展示実施（8月）

・愛知万博開催
・中部国際空港開港
・JR福知山線脱線事故

2006 平成 18年

・9地区で環境美化活動に協力（4月～）
・名古屋金山駅前で第 13回「チューインガムの日」イベント実施
（6月）
・カネボウフーズ、ローズメントール配合ガム「オトコ香る。」発売
（7月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 12回「チューインガムの週」
展示実施（8月）

・WBC、王ジャパン初代王
者に
・トリノ冬季オリンピック
荒川静香選手金メダル
・郵政民営化「日本郵政㈱」
発足

2007 平成 19年

・8地区で環境美化活動に協力（4月～）
・東京フジテレビ本社ビル前で第 14回「チューインガムの日」
イベント実施（6月）
・カネボウフーズ、クラシエフーズへ社名変更（7月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 13回「チューインガムの週」
展示実施（8月）

・年金記録漏れ 5,000万件
・新潟県中越沖地震

2008 平成 20年

・7地区で環境美化活動に協力（4月～）
・第 25回全国菓子大博覧会（姫路）に協賛（4月）
・危機管理セミナー「食品業界の信頼性向上自主行動計画～基礎
編」開催（6月）

・大阪梅田 BIGMAN前広場で第 15回「チューインガムの日」
イベント実施（6月）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 14回「チューインガムの週」
展示実施（8月）

・南部陽一郎氏、小林誠氏、
益川敏英氏 ノーベル物理
学賞
下村脩氏 化学賞受賞
・北京オリンピック開催
・米国発の世界同時不況

・食品会社の偽装問題相次ぐ

年 表
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西 暦 和 暦 業界の主な出来事 社会の主な出来事

・江崎グリコ「ポスカ フラット スタイル」発売（8月）
・キャドバリー・ジャパン、リキッドガム「クロレッツアイス」
発売

・キャドバリー・ジャパン「リカルデント スマートタイム」発売

2009 平成 21年

・ロッテ「Fit's」発売（3月）
・江崎グリコ「ポスカ スマートポッド」発売（3月）
・江崎グリコ「スクイーズガム」発売（3月）
・7地区で環境美化活動に協力（4月～）
・農林水産省「消費者の部屋」で第 15回「チューインガムの週」
展示実施（8月）

・咀嚼の重要性を啓発する DVD「咀嚼 ～科学で解明する噛む
健康法～」制作（9月）
・江崎グリコ「ポスカ エコパウチ」発売（9月）
・明治製菓「スイーツガム」発売（9月）

・歴史的政権交代で鳩山内閣
発足

・裁判員裁判スタート
・新型インフルエンザ流行
・オバマ新政権誕生

・消費者庁発足

2010 平成 22年 ・日本チューインガム協会創立 50周年 記念式典（6月）
・バンクーバーオリンピック
開催

50thth
　　　　　　　AnniversaryAnniversary


