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調理器
飽和

衝撃の新食感！
！

「

まで食べられる」
シリーズ
遡る事数ヶ月。加工場に新調理器が仲間入りしました。

高圧状態を作る事で水分の沸点を１２０℃まで上昇させ、魚の骨を柔らか
く食べられる状態にまで加工します。
その際に、沸点が上昇している事により、実際に温度は高くなりますが、
沸騰していないので煮崩れがなく、仕上がりがとてもきれいになります。
商品開発チームにより、
さっそく、骨まで食べられる
「鯛の兜煮」
と
「鰤のア
ラ炊き」
を開発中です。
「鯛の兜煮」
は、食べることが困難なのは目と歯だけ。
「鰤のアラ炊き」
に至っ
ては食べられない部分はありません。

の

器
調理

飽和

従来の兜煮やアラ炊きからは想像できない食感は、骨と意識せず口にし
た場合、
それが骨であった事に気づかない程柔らかく簡単に崩れる事です。
また、骨まで食べられる事によるカルシウム摂取量は特筆すべき点ですが、
何よりも、間違って食べてしまった骨を口の中から出す行為をしなくてもよ
いことが、女性を始め、
お子様やお年寄りにとって"食べやすさに繋がる大き
なメリットではないでしょうか？
どちらも、
当社一流の職人が味付けを担当しており、
レンジでチンするだ
けで食べられる簡単仕上げになっています。乞うご期待！

ココがスゴイ

沸騰による撹拌が起こらないため
煮 崩 れ の 極 めて 少 な い 状 態 で
仕上がります。
高温調理により骨まで丸ごと食べ
られます。
丸ごと食べる事で栄養成分を効率
的に摂取できます。

加熱方法の違いによる沸騰状態の差
蒸気二重釜

圧力鍋

飽和調理器
セイフティ蒸気

蒸気
沸騰状態

凝縮水

食材（水）
圧力 1013hPa（大気圧）
飽和温度 100℃

外釜の蒸気
圧力 2000hPa
飽和温度 120℃

沸騰状態

魚のあら煮は、
すべて食べる事ができます。

凝縮水

調理構内の蒸気
圧力 2000hPa
飽和温度 120℃

食材（水）
圧力 2000hPa
飽和温度 120℃

炎の温度
数百〜1000℃以上

二重釜や圧力鍋では食材の飽和温度よりも加熱する蒸気や炎の温度が高いため、激しく沸騰
して煮えたぎった状態になりますが、飽和調理器では加熱する蒸気温度が食材の飽和温度と
同じであるため 煮えたぎった状態にはならず、煮崩れの極めて少ない煮物ができます。

骨の多いブリのカマもまるごと食べれます。
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活〆機導入

小割り

〆作業は、製品の品質にも関わる重要な作業です。

弊社ではこれまで、
〆作業は1本1本ナイフを用いて行なわれてきました。小割りか
ら水揚げされたばかりのハマチやカンパチを確実に〆る。暴れる魚を手で掴み、
ナ
イフで〆るには、熟練された技術が必要となります。
しかも、
その日に加工する魚全てを手作業で〆るわけですから、
スピードが要求さ
れます。慣れた人間でも失敗し、怪我をする事がある大変な作業です。
この作業を
機械的に行なえないかと検討された結果、我が社にもハマチ・カンパチ自動〆機が
導入されました。
処理能力は、
なんと1時間に2,000本〆る事が可能！必要な操作は、装置にハマ
チを投入し、
〆刃のレバーを引くのみです。
また、
ハマチ・カンパチ自動〆機だけではなく、
その〆機から〆た魚を受け取って、神
経抜きを行なうラインへと魚を運ぶコンベアーも、特注で導入しました。
これらの機器の導入により、
力がいらない、誰でも同じように〆られるという利点が
得られました。

活き〆には、
熟練した技術が必要。
活き〆機を使用すれば誰
でもすばやく、
〆る事が可能。

しかも、弊社には活き〆作業に熟練した社員がいます。
自動〆機の故障時の対
策としても、従来通りの手作業による活き〆ラインも同時に稼働できるよう工夫を
しました。
未熟な社員が自動〆機で作業を行い、一方で熟練したベテラン社員は、小割ナイ
フを手に持ち、
自動〆機よりも速く活き〆を難なくこなしていきます。
このようなライ
ンは日本広といえども弊社だけだと、購入したメーカーさんが言われていました。
「ハマチ〆機は夏場の活躍に特に期待している」
という現場社員からの声もあり
ます。夏場のハマチは冬よりもよく暴れるため、手作業での〆作業は特に大変なの

操作は、
装置にハマチを投入し、
レバーを引くのみ。
1時間に2,000本〆る事ができます。

だとか。
このハマチ、
カンパチ自動〆機と熟練社員による、森松水産の作業のスピー
ドアップが期待されています。
皆様も是非一度、弊社の工場見学へお越し下さい。

【効率的な活き〆ライン】
〆機から〆た魚を受け取って、神経向きを行うラインへと
魚を運ぶコンベアーも特注で導入。

生 簀
1時間
2,000本処理

活き〆機

活き〆

コンベア

コンベア

しっぽ切り
神経抜き
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従来通りの手作業による活き〆ラインも同時稼働でき、
柔軟に対応できます。

み じ か な
H A C C P

「防かび剤」
とは何でしょうか？

食品添加物で良く目にする

読者の皆様、
こんにちは。

・イマザリル

日本は暖かい季節となりました。先日、かなり大きな柑橘類が実って

（大人のラットでは腎臓や肝臓も肥大するそうです）。

マウスを用いた実験では、
ごく微量でも胎児への体重に関して影響が出てました
かんきつ類ではワックス処理液に浸漬して、
バナナでは浸漬したり、
スプレーしたり

いるのを見ました。

して使用しますが、
みかんは使用禁止となってます。

本社がある今治市は柑橘類の栽培が盛んで、民家の庭でも実って

イマザリル付きのレモンをレモンティーに使用すると50〜60％ほどがレモン
ティーへ溶け出すそうです。
ただし、
レモン果汁は安全とのこと。

いることも多いです。そこで、今回は柑橘類の食品添加物である
「防

（ラットでは経口投与でLD50

かび剤」
についてお話ししたいと思います。

371mg/kg）

・チアベンダゾール
（ＴＢＺ）

様々な種類の微生物に効果を示す薬剤で、農薬、食品添加物のほかに、動物用
医薬品としても広く使用されています。

外国産のオレンジやレモン等のかんきつ類。
そしてバナナは、長時

防かび剤としては、かんきつ類には、
ワックスに混入し散布する方法が一般に用
いられています。

間の輸送貯蔵中にカビが発生します。

妊娠中のラットにチアベンダゾールを接種させた場合（濃度が高くなるごとに）、
胎児には全身に浮腫が確認できたそうです。

その発生を防ぐために収穫後、農薬を使うのですが、日本では添

ラットでは経口投与でLD50

加物として規制しています。調べたところ、主な薬品は３種類で、
ラッ

1100mg/kg

・オルトフェニルフェノール
（ＯＰＰ）

トに対して強制的に接種させた場合、毒性が強かった順番はイマザ

半世紀ほど前は農薬として使用されていましたが、
すぐに使用禁止となりました。
1974年、日本では当時認可を受けていなかったチアベンダゾールおよびオルト

リル＞チアベンダゾール＞オルトエニルフェノールでした。

フェニルフェノール使用と表示されている柑橘類を輸入しないようにしました。

（右記参照）

1975年、保税倉庫中のアメリカ産グレープフルーツにオルトフェニルフェノールを
検出し、厚生省はその一部を廃棄処分にした。
アメリカのマスコミが大々的に報じたこともあり、
日本の輸入業者とアメリカ合衆

食品添加物について７種類説明しましたが、身の回りにあふれてい

国政府は日本政府に対してオルトフェニルフェノールの使用を

る食品添加物への知識も広がっていると思われます。食品コーナー

日本国内の消費者から強い反対がありましたが、1977年にオルトフェニルフェ

認めるよう強く要求しました。
ノールを食品添加物として認可しました。

へ足を運ぶとこのニュースレターを思い出す・・・？

チアベンダゾールなどの他の防かび剤と併用することもあります。
ラットでは肝細胞に異常を示すため、
ガンになる可能性があるとされてます。

次回もお楽しみに。

ラットでは経口投与でLD50

おすすめ レシピ

【シャコのバター焼き】
■材料

● シャコ（中）5匹分
● バター 10g
● 調味料 塩、
こしょう、
薄口しょうゆ 5cc

■作り方
１ シャコ（中）5匹分を湯で、身だけにしておく。
2 フライパンを温めて、バター10gを溶かす。
3 軽く塩、
こしょうをふって両面が少し焦げ目が付くまで火
を通す。
4 出来上がりに火を止め、薄口しょうゆ5ccを合わせる。
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3000mg/kg

森松からの

アンケートにご協力お願い致します。
1. 喜びの声をお聞かせください。

2. ニュースレターに載せてほしい内容があれば教えてください。

3. ニュースレターの感想を是非。

4. 当社へのご意見•ご要望があればお聞かせください。

5. ほしい新商品がありましたらご記入ください。

■フリーダイヤルFAX

0120-317-527
海外からは

+81-898-31-6527

お待ちしております。

森松水産冷凍株式会社

TEL 0898 -33-1772
FAX 0898-31- 6527
Mail

newsletter@rumijapan.co.jp

Yes

今後ニュースレター 瀬戸内からのエアメール
の配信をご希望されますか？
○をつけて下さい。
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■お問い合わせ
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•

No

