
先月ご紹介した自動搬入水路に続き、森松水産株式会社にまた新しい機械が導入されました!! 小割のニューフェイス、

その名も「小割原魚搬送リフト」です!! 今まで小割では、台船から築港まで斜めに渡したコンベアーでハマチ・カンパチ

の搬送をしていました。 しかしコンベアーだと天候が悪いときに揺れてハマチをこぼしたり、コンベアーとトラックが強

く当たったりして、故障や破損の原因になったりするリスクがありました。 また潮の満ち引きで海の高さが変わったとき

に、コンベアーの角度が急すぎて人の手を借りなければならないという手間もかかっていました。

今回導入された搬送リフトは固定式の滑り台と台船の間をセンサー付きのゴンドラが行き来する仕組みになっている

ため、今まで抱えていた問題を一気に解決できる優れものです。「小割原魚搬送リフト」の活躍は次のページでご紹介

させて頂きます。
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小割原魚搬送リフトの全貌は、次のページで

小割原魚搬送リフト小割原魚搬送リフトReport

森松水産より
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　2009年 11月18日～20日まで上海新国際博覧中心にて、「FHC　CHINA 2009」が開催されま
した。今回は、上海盛松事務所より、張（チョウ）、李（リ）、日本から、すし水軍松山店店長の青木、事
務所川又が参加しました。

　このFHCは中国において開催される最大の食品・飲料専門展示・商談会であり、今年は、世
界60カ国から、825の企業・団体が出展したとのことです。
日本からは16企業が参加しており、弊社を含め、うち５社が主に水産品、水産加工品を売りにし
た企業でした。
　展示会では、世界各国からの来場者がありましたが、やはり中国国内のお客様が圧倒的に多く、
実際、展示会２日目に出た入場者統計速報でも、今年度は、中国国内からの来場者数がぐっと増
え、逆に、中国国外からの来場者は去年に比べ減っているとのことでした。世界的な不況と、不況
をものともしない中国のパワーを表しているのでしょうか。
　ちなみに同じアジア人、見た目が同じなので、中国語がわからない私も、どんどん中国語で話し
かけられます。３日間を通して非常に緊張しました。何度も、上海盛松の二人、中国語がペラペラ
な青木店長に助けて頂きました。逆に私も、日本人のお客様が来られた時も、ニーハオと話しか
け、暫しお互いが日本人と気づかないままだったり、、なんてこともありました。
　弊社のブリフィーレで青木店長が握る、寿司の試食は大変な人気となっておりました。

実はこの小割原魚搬送リフト以外にも、ホースで吸い上げて搬送するというちょっとおもしろい機械の案もあがっていま
した。しかし、設営にかかる費用や実用性の面から現在のゴンドラ式リフト案が採用されました。
どんどんと進化を続ける弊社の機械と同様に私たち社員も日々精進し、お客様にご満足いただける商品・サービスの提供
に努めてまいりたいと思います。

小割原魚
　搬送リフト

小割から水揚げされた原魚は、活き
〆や神経抜きをされてコンベアーに
載せられます。

固定されたレールを伝って、台船
から滑り台の高さまでゴンドラが
上がっていきます。

上に着くと、ゴンドラのふたが開
き原魚を滑り台に流し入れます。
滑り台の先には、工場へと向かう
トラックが待ち構えています。

空になったゴンドラは台船の所まで
下りてきます。ゴンドラに着いたセン
サーが、天候や潮の満ち引きに応じて
変わる台船の高さを感知し、ちょうど
いい位置で止まります。

仕切板が下がり、原魚がゴンドラに積
み込めるようになります。
ゴンドラが上がってまた元の位置に戻
るまで、およそ1分という短時間です！

コンベアーに載って、原魚はゴン
ドラへと積み込まれていきます。

ゴンドラがいっぱいになると自動
で仕切板が上がり、積み込みを一
時中断します。ゴンドラには一度
で100本程の原魚を積むことがで
きます。

コンベア

コンベア
神経抜き神経抜き 活き〆活き〆

海 面
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お す す め レ シ ピ

●生牡蠣 ３個 ●長ネギ １本 ●焼豆腐 半丁 ●しめじ 半パック
●三葉 ３本 ●白菜 ２枚 ●合わせ味噌 50g ●だし汁 300cc

牡蠣はおろし大根で軽くもみ洗いすると汚れが良く落ちます。
合わせ味噌は白みそと赤みそ１：１でみりん、酒、砂糖で味付け
しましょう。
お好みで生姜汁や温泉玉子を入れるといっそう美味しくなります。

■作り方

■ワンポイントアドバイス

■材料

牡蠣を塩水で軽くもみ洗いし、よく水を切る。
焼豆腐、長ネギ、しめじ、白菜を一口サイズにカットします。
鍋に土手をつくるように合わせ味噌を付けます。
材料を鍋にいれ、浸るようにだし汁を入れます。
鍋が煮立ったら、三葉を入れて完成です。
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【牡蠣の土手鍋（一人前）】

キリトリ線

新居田店長
【今月のレシピ 考 案 人 】 ☆ プロフィール☆

名前：新居田正義
勤務先：すし水軍本店
趣味：趣味はスキー、ゴルフ、サッカー、映画鑑賞、などですがあまり熱心ではないです。　
最近は特に二人の息子と麻雀にはまっています。
店長おすすめすし水軍メニュー：おすすめのすし水軍メニューはやはり生マグロと地物の魚で
しょう、特に水槽から上げたばかりの魚介の握り、お造り、などはおすすめです。他にも職人の
技が随所に見られる、季節限定メニューも良いと思います。冬になりますので牡蠣の料理が充
実しています、土手鍋、フライ、オイスターソース煮込みなどです。
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日本では、ハマチは握り寿司の定番のネタだといえると思います。
　しかし、中国では、ハマチの知名度がまだあまり高くないようで、「これは何の魚？」との質問
が多くありました。
　ハマチの中国名『スーユー』を伝えても、「スーユー？スーユーって何だったかな、、？」という
反応のお客様もいらっしゃいました。
　張さんによると、中国では、カンパチの養殖がされており、これが市場に多く出回っていると
のこと。そのため、握り寿司のネタでも、ハマチよりカンパチが主となっているようなのです。
この安く入手できる中国産の養殖カンパチは、弊社のハマチのライバルのようです。
 また、中国では今、「握り寿司の食べ放題」というのが流行っているそうで、食べ放題だけに、ネ
タの原価が安く押さえられている状況があるとのこと。
　弊社の製品は「安心、安全、おいしい」と自信を持って言えます、しかし中国産の製品に比べる
と値段は高い、中国市場では、この兼ね合いが、やはり難しいようです。
　しかし今回、試食で弊社のハマチを知り、美味しい！と言ってくださる中国の方 と々ふれあい、
美味しくて安全なハマチを知って頂きたい！食べてもらいたい！という思いが強くなりました。
　わからないことだらけで、何度も張さん、李さん、青木店長に迷惑をかけてしまいましたが、
大変勉強になる機会となりました。これからしっかりと勉強していきたい！して行かなくては！と
感じた３日間でした。

すし水軍 本店

中国には、回転寿しで一皿
3貫入りのお店があるようです、、

　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　

スーパーの鮮魚コーナー



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。

日頃お世話になっておりますお客様は道内より

時間をかけて、お越し頂き大変光栄に思っております。

とても嬉しく、とても幸せな時間を頂く事ができました。

これからは感謝の心と笑顔の耐えない

家庭を作っていきたいと思います。

これからも宜しくお願い致します。

      鳥居美緒

Happy WeddingHappy Wedding

Boys, be ambitious. (Dr.Clerk)

Drunken (酔っぱらい) chinese man, be ambitious. (Q)
Middle age persons, be ambitious. (Watanabe > Yuko > Satoshi)
Youg age women, be ambitious. (Takao >? <? Kawamata)

Rumijapan, be ambitious!!! (Mio Torii)

Dr.Clerk

Yuko

Q

Watanabe 

Satoshi

Kawamata

Takao

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

［　　　　　   ］


