
　2009年9月11日（金）～13日（日）まで中国杭州の杭州休博園展示セ
ンターにて「Alibaba10周年 第２回ネットビジネス商品交易会」が開催
されました。今回は上海盛松事務所より総経理の張（チョウ）、営業の
李（リ）が参加しました。

　この展示会はアリババ社設立10周年の記念イベントとして杭州で開
催されました。アリババ社のビジネスサイトについてご存知の方もた
くさんいらっしゃると思います。インターネットを通じて企業間の取引
きを支援するビジネスサイトで、自由な貿易のコミュニティの場所を
提供し、展開しています。
　アリババ社創立者で現最高経営責任者であるJack Ma氏は中国杭
州出身です。杭州電子工学院の英語教師や国際貿易講師などの経歴
を経て、中国で初のインターネットビジネス情報掲載サイトを創設し
ました。その後中国ネット交易市場を開拓し、1999年アリババを創立
しました。現在では中国だけでなく世界をつなぐビジネス情報の交流
サイトとして常に注目されています。

　上海の張より展示会についてご報告させて頂きます。

　全世界が注目する中「第二回ネット商品交易会IN杭州」が、中国を代
表する観光地・杭州市で開催されました。主催者であるアリババ社に
よって、中国国内のTAOBAOユーザのみならず、初めて日本、インド、台
湾のサプライヤーが招待され、会場は１千社以上の企業、色々な商品
を揃え、空前の大盛況でした。

　そして、3日間の会期中は爽やかな秋晴れに恵まれ、大勢の来場者
が会場を賑わせていました。この3日間での合計来場者数は予想の10
万人をはるかに突破し、20万人近くとなったそうです。

　日本パピリオンではアパレルから、化粧品、電気製品、日常用品、食
品、運送会社まで１００社近く出展しました。日本製品のトレンド、品
質の良さ、安全性の高さに人気が集まりました。日本食品関係では４
社が出展し、試食できたのは我が社のブース、そして両側のKAGOME
とミツカンでした。ブースは鮮やかな青色が印象的なハマチのポス
ターで装飾しました。全体が海の青色
で柔らかな印象になり親近感の
溢れるイメージでした。そして、円型の
グラスデスクに飾った「ブリフィーレ」
「ハマチロイン」のイミテーションに、
全ての入場者の目が奪われました。触
りながら、「これはデッカイな」「鯨です
か」「腐らないのですか」など色々と質
問されました。

　この三日間、李が以前の香港展示会
での経験を活かして今回も捌き作業
の役に就き、私はお客様の対応に務め
ました。今回の展示会はいつもと違
い、来場者は圧倒的に若者が多く、鮮魚にすぐ興味を持ち受入れも早
い印象でした。来場者はとても多く、試食コーナーにブリ刺身の試食を
出すとすぐになくなってしまいました。李の作業台も来場者に囲まれて
多くの質問が寄せられました。ブリは杭州で初登場ですが、こんなに人
気が集まり何より嬉しいです。
しかも、初めて食べる方が殆どでした。今後、杭州には期待できます。

　ネット商品交易会ということで、自宅でネットショップを構え独自の
商品を売るのが目的という個人バイヤーの方々が多く来場されまし
た。当社の商品をネットで売りたい人、ネットで買いたいという方も多く

いらっしゃいました。
　しかし、保存状況の厳しさと中国国内での冷凍食品配送がまだ発達していないため、そういっ
たネット販売が実現するに及ばないのが現実です。250元/kgの単価が高いという人もいれば、
その場で購入したいという方もいらっしゃいました。
「一本は大きいですね、小サイズありますか」「杭州のどこで買えますか、スーパーで買えますか」
などの質問が寄せられました。「残念ですが、杭州はまだ置いてないんですよ、食べたい時には、
是非弊社までご連絡くださいね」
と説明しながら、名刺をお渡ししました。

　1日目、2日目はお客様と楽しく会話を交わしながら、当社の商品をアピールする事ができまし
た。しかし、3日目の最終日は日曜日と重なったこともあり、朝から全会場の雰囲気が展示会から
日曜朝市場と変りました。ご来場者の年齢層も大幅に広がり、業者の方から家族連れ、お年寄り
まで様々でした。多くの方が最終日の格安売り込み目的で来場してきたようです。試食目的で来
場する方も増え、そのような試食対応だけで手一杯でした。

　今回の展示会について肌で感じたのが当社の商品は価格が高いということです。しかし、高品
質で安全という点では絶対に保証できます。我が社がこだわっている質や安全性の高さを求め
ている消費者もたくさんいらっしゃいます。
　今までは日本料理屋さんや高級ホテルなどをターゲットにしてきましたが、一般の消費者に対
する市場について、再度見直す必要があると実感しました。もし、当社のロインをスーパーで売っ
ているサーモンや鯖のように切り身にして中国のスーパーに出荷すると、売れるのではないかと
思いました。
今後の製造部門のシステム改革課題として取り組んでいきたいと思います。

参考：AlibabaJAPAN: http://www.alibaba.co.jp
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新商品、新技術、新サービスを介して中小企業の事業拡大に直結するビジネスマッチング
の場として東京ビジネス・サミットが開催されます。昨年は682社が出展し、約27,250人の
来場者が訪れ大盛況に終わりました。今年も講演会や特別企画などが催され、実践的な
情報交換の場ともなり、大変有意義な商談の場になると期待されています。

北海道フードフェア2009

第23回 東京ビジネスサミット2009

第8回目となるこの展示会は、”Innovation for next-gen food　～食の新しい風～”を
テーマに開催され、北海道食品、加工食品フェア、地域食材、海外食品などのコーナー
が設置されます。バイヤーの方々との商談の場だけでなくマーケティングの場として
ビジネスを拡大させる絶好の機会となっております。

http://www.business-summit. jp/

http://www.bpsc.jp/hokkaido/food/

札幌営業所より一言
今回ハマチのお刺身を始め、イカリング、鯛飯などたくさんの商品をご用意させて頂きます。
イベント、ワークショップなども同時開催され、とても魅力のある展示会となっております。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

会期：2009年10月2日(金)～3日(土)10 : 30～18 :00
会場：サッポロファクトリーアトリウム及びルーム／ブース番号：F-03
参考：ht tp : / /www.bpsc . j p /hokka ido / food /

会期：2009年11月4日(水)～5日(木)10:30～18:00（最終日17:00まで）
会場：東京ビッグサイト西ホール
参考：ht tp : / /www.bus ine s s - summi t . j p /

国内展示会予告

参加者より
ご多忙とは存じますが、ご来場の際には是非弊社ブースにお立ち寄り下さい。
こだわりのプレミアブリのお刺身をご用意してお待ちしております。
皆様にお会いできる事を楽しみにしておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。



お す す め レ シ ピ

H Aみ ぢ か な C C P 海洋資源移動回遊調査
１ヶ月ほど前、黄色いプラスチックチューブの付いたオコゼが水揚げされ

ました。そこには電話番号とシリアルナンバーが書かれていました。

電話してみると愛媛県の水産試験場へ繋がり、お話を聞くと去年の７月に

放流されたオコゼである事が分かりました。

その取り組みですが、全体的に魚が減少していたり，環境が変化していた

り，漁法のハイテク化などが進んでいたりしているので

どうやって魚の量を元に戻すのかを試行錯誤しているそうです。

今回のオコゼは、「どこでオコゼを放流すれば数多く定住し、増えてくれ

そうなのか？」という調査でした。

水産会社として、水産資源の回復に関する内容も重要です。（ノルウェー

はかなり熱心に取り組んでいるとか・・・・）

今後も調査に協力が出来る機会があれば良いと思っております。

●サラダ油 ●卵 ●ごぼう ●三ッ葉
●たれA【醤油 大さじ４、みりん 大さじ１、さとう 大さじ２】
●たれB【だし 大さじ７、 みりん 大さじ１、濃口醤油  大さじ１
さとう 少々】

とき卵を入れたら煮すぎない事。

■作り方

■ワンポイントアドバイス

■材料

さんまはうろこを取り、大名おろしにて三枚に卸し、二切れにする。
フライパンにてサラダ油をしき、さんまをキツネ色がつくように焼く。
たれAをかけてフライパンを動かしながら中火で煮詰める。
浅目の鍋に笹掻きごぼうを敷き詰め、その上に焼けたサンマを並べて
たれBをかける。卵とじにして最後にミツパをのせて出来上がり。
山椒をかけてもおいしいです。

１
2
3
4

【さんまの蒲焼き 柳川もどき】

キリトリ線

渡辺店長
【今月のレシピ 考 案 人 】

☆ プロフィール☆

名前：渡辺等
勤務先：すし水軍今治フジグラン店　店長
趣味：魚の骨を使ってアート作品を作り上げること。
店長おすすめすし水軍メニュー：もちろん地魚です！
レシピについて一言：本来柳川鍋はドジョウですが、
その他ウナギ、アナゴ、イワシの照り焼きなどでも
おもしろいです。
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太刀魚の骨で作った鶴の作品は本当に見事です。



森松水産からのアンケートに
ご協力お願い致します。

■ 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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お手数をおかけしますが、FAXまたはMAILでご返信ください。

9／19（土）18時より
、

今治国際ホテルにて
、

D1・加工部、加賀智
晶さん、

貿易部、森松亜樹さ
んの

結婚披露宴が行われ
ました。

お二人からコメント
を頂きました。

ケーキ
入刀で

はあり
ません

、

マグロ
入刀！

これからも2人で支
え合って

頑張っていきますの
で宜しくお願いしま

す。

The beginning of
 a lifetime

 full of happiness
.

お 知 ら せ

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

［　　　　　   ］

ほしい新商品がありましたらご記入ください。5

［　　　　　   ］

当社へのご意見•ご要望があればお聞かせください。4

［　　　　　   ］


