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４月２８日から３０日までの三日間、ベルギーのブリュッセルで開催された
European Seafood Exposition 2009に弊社から二名、今取引して頂いているお客様
のブースを訪問してきました。世界中から業者が集う一大イベントであるこの展示会は、
Boston International Seafood Showと並び世界二大食品見本市の一つです。
いつもの事ながら、活気溢れる展示会場には数多くの言語が飛び交っていました。去年
から続く世界不況の中、今のヨーロッパ市場はどうなっているのか、直接お客様とお話し
させて頂くことにより、現状をお聞きすることができました。お話して下さったほとんどの
お客様は、世界が思っているほど不況ではない、とのことでしたが他国のブースと比べる
と、ヨーロッパブースはなんとなく暗い雰囲気が漂っていました。三年前の展示会と比べ
ると、出展者数も減っており、世界不況を隠しきれない現状を実感しました。しかし、国に
よってそれぞれの色があり、カナダなどでは国でNo.1シェフを呼んで豪華なシーフード料
理とワインのお持て成しがあり、私達がそれにありついたのは言うまでもありません。
また、お客様の一人、モロッコのモハメッド氏は不況なんて言葉を知らないくらいの振る
舞いでした。『ディナーに行こう』と誘ってきたと思ったら、いつの間にか一般人の私達が
モロッコ大使館のパーティに参加する羽目になったり、挙げ句の果てには『モロッコまで
のチケットとるから』と言い出す始末。ありがたさと微妙な気持ちが混ざり合ったまま、丁
重にお断りしました。この三日間、様々な国の現状を自分の目で確かめる機会を得ること
ができ、またお客さまとの貴重なご縁を大切にしていきたいと思いました。

５月６日から９日までの四日間、中国、香港で見本市HOFEX 2009が開催され、弊社か
ら四名（内二名は上海盛松から）参加し、世界各国のお客様へ弊社のハマチ商品をPRし
てきました。
主催者情報によると、出品者数18,00名、出展国６０カ国でその内『ジャパンパビリオン』
には延べ32,479名・99カ国（前回比１１％増）のお客様が足を運んで下さいました。香
港は日本の農林水産物・食品の輸出総額のうち18.4%を占める最大の輸出先（2008年
輸出額：795億円）であり、日本の農林水産物・食品の安心・安全並びに健康面での評価
が高く、日本食品市場の更なる拡大が期待されています。『子供達に安心で安全な商品
を提供する』と言う、弊社のモットーを多いに発揮させるのに相応しい展示会であったと
思われます。
今回は弊社のハマチを刺身でサンプルとしてお客様に提供しました。中国人は刺身で食べる習慣があまりないと聞いていたので不安でし
たが、喜んで試食して下さるお客様がほとんどで安心しました。
弊社現場社員の許さんが、男の料理と呼ぶに相応しい大胆かつ素早くハマチを捌いていました。途中『ネタが大きすぎる！何回言わせたら
わかるの！』と上海盛松のドンこと張さんに何度も怒られていました。
又、許さんが居ない時は、魚を捌いたこともない上海盛松社員の李さんが『私が居るから、許さんが居なくても大丈夫。と言うかいらない』
と言って、見様見真似で見事に刺身を拵えていました。恐るべし、中国人女性…。
なぜこんなに許さんが煙たがれているのか、その理由は２日目の夜に久しぶりの本場中華料理とお酒による上機嫌な許さんの行き
過ぎた行動から来てしまいました。そのエピソードはご想像にお任せします。 ＜次のページへつづく＞



「乳化剤」食品添加物シリーズ　
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香港は北京語、広東語、英語が多いに飛び交っていました。私にとっては北京語も広東
語も同じに聞こえるのですが、北京語を話す中国人曰く『広東語は全然違う。話すことも
聞き取る事もできない』だそうです。
香港のお客様とコミュニケーションを取るときは英語だけでは不十分だと思い知らされ
ました。語学力の向上を目標に、森松水産は頑張って行こうと思います。
この展示会を通し、香港市場の現状や水産業会の勢いなど身近で体験し、タイムリーな
情報を収集する機会を得ました。またお客様と直接お話しさせて頂くことを通し、中国の
国柄や人柄を知る事ができました。
ビジネスはもちろんのこと、それ意外でも中国に対する私の考えを大きく変化させる絶好
の機会となりました。

・乳化剤（缶コーヒーに良く使われています）油（脂質）と水分を混ぜたい時に使用します。マヨネーズは卵黄のレシチンが反応してお酢と混ざっています。・レシチン
10年以上前から健康食品として販売されていました。ダイズの種や
卵黄から得られます。
レシチンの不足は疲労、動脈硬化、糖尿病、コレステロールの沈着、
免疫力低下、不眠など多くの症状の原因となります（私も初めて知
りました。
意識して缶コーヒーを買おうかな）。
・サポニン
昔、漁業の一つとして「毒流し漁」がありました（この漁は魚類に害が
あるだけで、人には害を与えない漁として行われていました）。当時はエゴノキ皮を使っていたそうですが、魚に対する毒性は低かっ
たそうです。
そんなサポニンですが、石鹸作用があったり、漢方薬や生薬にも含ま
れてます（ナマコにもありますよ～）。ブドウ糖が中性脂肪に変化するのを抑え、血中コレステロールの低下
作用も確認されているので、メタボが気になる方には意識しそうな物質ですね。食品用としては大豆や茶の種のサポニンを使っているそうです。

こんにちは。
約半年に渡って食品添加物の危険性を取り上げてきました。
日本や世界で認められている食品添加物なのに意外と発がん性
があったり、マウスに与え続けると健康に害があったり、、、と良い
所がありませんでした。。。。。が、今まで調べた食品添加物は全種
類の半分ほどです。
では残りの半分はどうなのでしょうか？
調べてみると、これまで「不健康」と感じた方もいると思います
が、意外にも健康食品として扱われている物が食品添加物として
入ってました。

・乳化剤（缶コーヒーに良く使われています）
・レシチ
・サポニンン
（右記参照→）

それぞれは【製造用剤】で効率よく抽出されるのですが、こちらの
話はまた改めて。

さてさて、乳化剤のお話をしましたが、乳化剤が無くても水と油
を混ぜることができます。
注射器２つ準備して、２つをくっ付けます。１つには水、もう一つ
には油を入れて交互にひたすら移動させると
混ざります（お試しあれ、、、って普通の方は出来ないですね）。

これまで取り上げできたように、食品添加物は色々な場面で使
用されていますが、弊社では無添加にこだわった商品の開発に
力を注いでいます。その商品開発の様子も、次ページにてご紹介
したいと思います。



森松水産では冷凍品の加工も行なっていますが、中でもイカリン
グ唐揚げは当社の主力商品です。
現地のスーパーさんはもちろん、嬉しい事に、県外のお客様にも
ご注文を頂いております。
このイカリング、成分はというと、イカを筆頭に馬鈴薯、砂糖、食
塩、味醂、脱脂粉乳、グリシン、スーパープロアミ、アミノ酸、コ
ショーとなっているのですが、現在この成分を変更しようと当社
の加工部が試行錯誤の日 を々送っております。

アミノ酸といえば、健康食品としてサプリメントが販売され、ダイ
エット効果も期待できると良い面が紹介されていますが、調味料
として使用すると食品添加物となります。そこで、食品添加物が
一切入っていないイカリングを製造するため、まず初めに、アミノ
酸の代替品として昆布粉末を使用する事になりました。この昆布
粉末がなかなか手強い！

1度目の加工では、シンプルにアミノ酸を昆布粉末へと変更して
の調理となったのですが、事務所メンバーで行なった試食の感想
はというと「イカリングが焦げて見える」「昆布の味が強い」など
いまいちな様子。中でも多かったのがイカリングの焦げたような
色が気になるというものでした。

皆様、これは加工時にイカリングが焦げてしまったからではござ
いません。
なんと、イカリングが焦げたように見えたのは昆布粉末の仕業
だったのです！どうやら使用した昆布粉末が黒色をしていたた
め、この昆布粉末をまぶしたイカリングが焦げているように見え

てしまったようなのです。
揚げ物が焦げて見えるなどもってのほか。
「製品が焦げたように見えるのは何とかならないものか・・・。」と、
我が社の加工部と料理人が知恵を出し合い、配合比の再検討を
行なう事となりました。

何種類かの昆布粉末をためし、調味料の使用量を変え、配合比
の見直しを行なってみましたが、良い結果がなかなか得られませ
ん。使用する昆布が粉末状なのが問題なのでは？ということで、
使用する原料からの見直しとなりました。

そこで、昆布粉末を昆布エキスという液体の物に変えてみまし
た。これを使用して加工したところ、加工部の方からは、粉末より
原料がむらなく混ざるようになり、よくなったとの事。これなら！
と早速加工し、完成品の試食を経て、原料の決定となりました。

企画から完成まで2ヶ月近くの時間がかかりましたが、ついに次
回加工より、昆布エキスを使用したイカリング唐揚げの製造とな
ります。皆様、変化したイカリング唐揚げの味を、ぜひ一度お試し
ください。

今後も、当社の無添加商品をご紹介していきたいと思います。

奮闘記奮闘記奮闘記

人気商
品

生まれ変わったイカリング!?

イカリングについて
弊社のイカリングは、独自の調合による
唐揚げ粉を使用しております。
やみつきになるおいしさは、少し甘めの
しっかりした味付けにあります。
原料のイカは、主にアルゼンチン産で
安全・安心をモットーとする
弊社ＨＡＣＣＰ工場で、
検品を十分に行い、厳選
された素材に秘伝の唐揚げ粉
をまぶしてご提供いたします。
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今回、弊社の都合によりニュースレター6月号を発信する事ができませんでした。
楽しみにしていただいている方々、誠に申し訳ございません。
今後はより一層の内容の充実に努めていきたいと思いますので、どうぞ宜しく御願い致します。

【土用の丑の日】
今月7月19日、31日は土用の丑の日です。
滋養強壮の効果があるとして、土用の丑の日を中心に夏場に蒲焼きを食べる
習慣があります。
食欲増進効果があり、不足すると疲れやすくなるというビタミンB１がカツオの三
倍、牛肉の六倍も含まれています。その他に、ビタミンA、ビタミンE、DHA、コラ
ーゲンなど身体に良いものが一通り含まれています。
ウナギには夏バテ解消のみならず、視力回復、若返り、生活習慣病予防、脳細
胞活性化など様 な々効果が期待されているようです。

ウナギを食べて、暑い夏を乗り切りましょう！

森松水産では7月9日よりウナギの販売を
開始致します。ご注文お待ちしております。

8月号ではウナギ入荷時の様子を掲載予定です。

参考：『食材魚貝大百科①』

7/19 7/31
土用の丑の日

暦カレンダー

お 

詫 

び

● 太刀魚１尾　● タマネギ(スライス)1/2
● 人参(千切り)1/2　● ピーマン（千切り）1個
● 小麦粉 適量　● 漬け地（濃い口 醤油100 cc、 酢200 cc、 
水200 cc みりん40 cc、上白糖20g） 

冷蔵庫で冷やしておくと３～５日持ちます。
これからの暑い時期に、さっぱりとした、元気のでる一品です！
片原のタチパックがお勧めです。
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■作り方

■ワンポイントアドバイス

■材料

漬け地（濃い口 醤油、 酢、 水、 みりん、上白糖）
を火にかけ、一度沸騰させて酸味を丸くする。

　にタマネギ、ピーマン、人参等のスライスを漬ける。

４センチ幅ほどに切った太刀魚に軽く塩をして、小麦粉
をまぶし、フライパンにひいた油で揚げる。

熱い内に　を漬け地に漬け、好みの時間（三時間～一晩）
寝かす。

１

１2

3

34

お す すめ レ シピ

【太刀魚の南蛮漬け】



森松からの
アンケートにご協力お願い致します。アンケートにご協力お願い致します。

喜びの声をお聞かせください。1.

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。2.

ニュースレターの感想を是非。3.

当社へのご意見•ご要望があればお聞かせください。4.

ほしい新商品がありましたらご記入ください。5.

■フリーダイヤルFAX

0120-317-527
+81-898-31-6527

お待ちしております。

海外からは

■お問い合わせ
森松水産冷凍株式会社
TEL 0898-33-1772
FAX 0898-31-6527
newsletter@rumijapan.co.jp

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。

Yes No•

Mail
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