全 国 お 客 様 紹 介（祝）
新工場完成

阿部長商店グループ

株式会社𣳾興商事 ･ サンリクフーズ様（宮城県気仙沼市）

ἡἻἽࣖݣỉᮄᎹἏὊἍὊἊửဃငὲ

株式会社𣳾興商事 サンリクフーズ
〒 988-0103
宮城県気仙沼市赤岩港 168-6
TEL 0226-48-5221 FAX 0226-48-5223

今回の「全国お客様紹介」は、4 月に宮城県気仙沼市の赤岩港水産加工
団地に新工場が完成した阿部長商店グループの株式会社𣳾興商事新工場
「サンリクフーズ」様をご紹介いたします。
新工場では中東や東南アジアなどへ向けた「ハラル対応の魚肉ソーセー
ジ」の製造が行われる予定です。原料には主原料となる冷凍スリ身と合わ
せて地元で水揚げされるサメも使用され、
弊社の真空式高速カッター「ボー
ルカッター BC420」によって、外部の影響を受けずに完全密閉状態にて
自動的に短時間で均一に混合・ペースト化が行われます。この原料は次工
程の自動充填包装機、レトルト殺菌、冷却工程を経て「ハラル食品対応の
魚肉ソーセージ」として、新設された自動冷蔵庫で製品保管されます。
同社では 3 年以上も前から取り組んでこられた本事業の集大成として、
7 月中にはマレーシア政府のハラル認証機関である JAKIM の認証を取得
し、本格稼動を開始される予定です。
（中央）阿部長商店 阿部泰浩社長
（ 右 ）ロジスネクスト東北気仙沼支店 小松支店長
（ 左 ）東北支店営業課長 秋吉

BALL CUTTER BC420 が活躍中！

【阿部長商店 阿部泰浩社長のコメント】
当社グループにおいては多彩な水産加工品の生産に
伴い、防災を考慮した水産食品保管冷蔵庫とイスラム圏
への輸出を視野に入れた魚肉ソーセージの生産工場を
新たに建設いたしました。
本工場では生産の見学通路を設けると共に、約 20 人
位までの小学生らがスリ身製品などを体験実習できる研
修室も設置し、開かれた工場を目指しました。
特に魚肉ソーセージの生産につきましては、気仙沼で水揚げされる多くの
サメ類の未利用魚の有効利用として、海外でも通用する商品を作ろうというこ
とで、イスラム圏の需要も考慮してハラル対応専用商品作りを行うことにしま
した。中近東や東南アジアの高温地域において、魚肉製品を常温で保管でき、
食べられることは今後の需要拡大も望めると判断しました。現在、マレーシア
政府の認証機関である JAKIM から 7 月中に認証取得出来るように進めてい
ます。これまで日本では JAKIM から直接認証を受けた食品メーカーは無いと
聞いていますので、当社が始めてのケースになると思います。
生産設備についても原料投入から製造までの一連の生産ラインを徹底的に
効率化を図り、人手不足に悩まない工場作りに努めました。原料加工にはロ
ジスネクスト東北気仙沼支店の小松支店長を通じ、ヤナギヤさんのボールカッ
ター BC420 を導入しました。真空式の完全密閉状態でパターン運転にて短
時間で均一に混合しペースト状に出来ますので、安全性と効率性を追求出来
ました。３月 27 日から試運転を開始してきましたが、早ければ８月から９
月頃にはサウジアラビアのスーパーに商品が並ぶ予定です。
また、阿部長商店はこのたび経済産業省から「地域未来牽引企業」に選
定されました。このサンリクフーズ工場は人手不足解消のモデル工場として、
また水産加工品の輸出増大に少しでも貢献できる工場として、今回の選定に
お応えしていきたいと思います。

▲三陸原料にこだわったハラル対応の魚肉ソーセージ
約２年の歳月をかけ製品化に成功。販売国の市場や嗜好について調査を重ね
誕生したのは、「ブラックペッパー」
「チリペッパー」
「バジル＆チーズ」「ア
ミエビ」の４種。規格も直径 25mm の細物タイプと直径 50mm の太物タイ
プの２種類で太物は中東で販売されているチキンソーセージの規格に合わせ
ている。今後は現地の嗜好に合わせて様々なバリエーションを展開する予定。

𣳾興商事 サンリクフーズ
大嶋 亨工場長
魚肉ソーセージの生産は、
認証取得後には本格的に稼
動させ、約 10 人体制で日
産８万本の製造を目指して
います。

■･･･当社出品予定展示会
会 期

展示会名

2018全国主要見本市・展示会情報（下半期７月〜 11月）
主 な 展 示 内 容

場

７月
８月

第 20 回
魚、シーフード、水産加工品、鮮度保持技術、食品加
東京ビッグサイト
22日〜24日「ジャパン・インターナショ
工技術
ナル・シーフードショー」
飲料（アルコール / ソフトドリンクなど）食品（農産物 /
外食ビジネスウィーク
畜産物 / 水産物 / 加工食品など）
、厨房設備 / 調理器具、
東京ビッグサイト
28日〜30日 2018
ユニフォーム、店舗運営設備 / 販売促進設備、店舗設備・
第 11 回居酒屋産業展
設計、FC 加盟募集 / 開業支援サービス、他
オーガニック食品、衣類、化粧品等 / 機能性食品、サ
30日〜
国際オーガニック EXPO
プリメント、ボディケア商材、健康・自然食品及び伝
パシフィコ横浜
9月1日
2018
統食品、健康器具、等
第 24 回グルメ＆ダイニン
食品及びキッチン雑貨、他
グスタイルショー秋 2018

4日〜7日

5日〜7日

計量・計測・分析・理化学機器、実験器具、実験設備、
JASIS2018
受託分析、ソフトウェア、システムおよびその周辺機
（旧分析展 / 科学機器展）
器の展示、セミナー、等

東京ビッグサイト

幕張メッセ

９月

11日〜14日 国際物流総合展 2018

物流機器・システム、産業車両、トラック等のハード
をはじめ、ソフトウェア、情報、エンジニアリング、 東京ビッグサイト
コンサルティング、企業誘致、サービス、等

12日〜14日 第 20 回自動認識総合展

バーコード、二次元シンボル、RFID、画像認識、カード、バ
イオメトリクス他、各種自動認識機器及びソリューション

26日〜28日

3日〜5日

3日〜5日

新しい味・香り・テクチャー・色のソリューションが
食品開発展 2018
一堂に “ 食品の美味しさを追求する ” 展示会＆会議
フード・テイストジャパン
食品添加物 / 天然原材料 / 評価 / 製造 / 包装
食品開発展 2018
食品の安全性、品質向上を目指す技術展＆会議 セー
セーフティー＆
フティー・ハイジーン / パウダー・リキッドテクノロジー
テクノロジージャパン
/ フードエコ / フードアナリシス / パッケージ・ラベル

10日〜12日 第 8 回農業ワールド

月

10日〜12日

17日〜19日

17日〜19日

17日〜19日

23日〜25日

23日〜25日

20日〜22日

月

20日〜22日

11

20〜22日

28日〜30日

東京ビッグサイト

フードシステムソリュー 学校、病院、高齢者施設など大量調理に関わる設備、
東京ビッグサイト
ション（F-SYS）2018
機器、資材、食品等を網羅した専門展

フードセーフティジャパン 食の安全・安心に関わる機器や資材、システム、サー
26日〜28日
（FSJ）2018
ビス等を網羅した専門展
食品製造現場における業務効率化・設備改善を提案す
26日〜28日 フードファクトリー 2018
る専門展
フードディストリビュー
食品物流の効率化・課題解決を提案する専門展示会
26日〜28日
ション 2018
試験・検査、分析、医用等々に用いられる計量計測機
INTERMEASURE 2018
器・システム、データ処理装置、関連機器、校正サー
26日〜28日
（第 28 回国際計量計測展）
ビスなど、企画展示コーナー
包装資材 / 包装機械 / 包材加工機械 / 食品・医薬品加
TOKYO PACK2018
工機械 / 包装・環境関連機材 / 包装デザイン・サービ
2日〜5日
（2018 東京国際包装展）
ス / 流通・物流システム機器
食品開発展 2018
健康・機能性食品素材の展示会＆会議 機能性食品素
3日〜5日 ヘルスイングリディエンツ
材 / 天然原材料 / 受託製造＆試験
ジャパン

10

会

小麦粉、内麦、米粉、雑穀、プレミックス、フラワーペースト、油脂、
発酵種、デンプン及びその誘導体、タンパク質系素材、その他製菓・
17日〜19日 ベーカリージャパン EXPO
東京ビッグサイト
製パン用資材、包装資材、ドウコン、ホイロ、分割機、ドウシーター、
フライヤー、モルダー、スライサー、洗浄機、冷凍庫、冷蔵庫、他
スーパーフード、健康食品、サプリメント、ビタミン、ハー
ナチュラルビューティー ブ、特定保健用食品、栄養機能食品、
自然食品・オーガニッ
17日〜19日
東京ビッグサイト
食品素材 EXPO
ク食品・有機栽培野菜、健康志向食品、スポーツ・ニュー
トリション、病者用食品、医家向け食品、介護食品、他
第 10 回
製造業の生産ラインにおけるロボット活用に関する製
東京ビッグサイト
18日〜20日 生産システム見える化展
品やサービス
第 1 回生産ロボット展

あらゆる農業資材や 6 次産業化、次世代の農業技術や
製品が集結

農畜産物・水産物から、飲料・調味料・加工食品まで “ 日
第 2 回 “ 日本の食品 ” 輸出
本の食品 ” が一堂に出展し、世界中から来場する食品
EXPO
バイヤーと商談を行う展示会
〔洗浄〕各種洗浄機器、各種溶剤、回収機器、受託、他〔乾燥・
静電気対策ゾーン〕送排風機、ヒーター、乾燥炉、乾燥剤、帯
2018 洗浄総合展
電防止剤・機器、加湿装置、〔防錆・防食〕防・除錆剤、腐
食防止剤、防錆油、防錆紙・シート、剥離関連機器、その他
「国際ロボット展」の隔年に開催するサービスロボッ
Japan Robot Week2018
トおよびロボット関連技術を一堂に集めたロボット専
門展
金属加工、設計・製造支援システム・ソフト、計測・制御、
自動化機器、自動車部品製造に関する要素技術、生産
モノづくりフェア 2018
要素技術、ロボット技術、金型、新エネルギー・省エ
ネルギー機器、等
惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配食業界向け
第6回
の業務用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その
ファベックス関西 2018
他サービス等
第 6 回関西
和洋菓子・ベーカリー・カフェ・飲料業界向けの業務
デザート・スイーツ＆
用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その他サー
ベーカリー展
ビス等
調理設備機器・備品、衛生・クリンリネス・食中毒対
HOSPEX Japan2018
策、システム関連、調理室内設備機器・システム、テー
第 8 回病院・福祉給食展
ブルウエア・容器 他
食品・飲料（農産物、水産物、畜産物、和調味料、発酵調味料、
和菓子、茶、日本酒、泡盛、焼酎など）、和調理機器、包装、和陶
和食産業展 2018 秋
磁器、椀、盆、鍋、すり鉢、ざる、網、急須、釜、どんぶり、箸、和
ガラス、漆器、弁当箱、和包丁、まな板、七輪、蒸し器、資材、等
食材 / 飲料 / 調味料 / 加工品 / 調理器具 / 厨房設備、
FOOD STYLE 2018
食器 / テーブルウェア、衛生管理機器 / 設備、店舗設
in Fukuoka
備 / 販促品、フランチャイズ / 開業支援サービス、他

東京ビッグサイト
東京ビッグサイト
東京ビッグサイト
東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

幕張メッセ

幕張メッセ

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

マリンメッセ福岡

インテックス大阪

インテックス大阪

東京ビッグサイト

※展示会場へは、今一度主催者まで
ご確認の上、お出かけください。

入場料

主 催 者

電話＆ URL

開催地

有料

ベーカリー＆カフェジャパン
実行委員会

03-6459-0444
http://www.
bakery-expo.com

東京

有料

ベーカリー＆カフェジャパン
実行委員会

03-6459-0444
http://www.
bakery-expo.com

東京

関係者
（一社）日本能率協会
のみ
関係者
（一社）大日本水産
のみ
関係者 外食ビジネスウィーク
のみ 実行委員会

有料

国際オーガニック EXPO
実行委員会
㈱スペースメディアジャパン

関係者
㈱ビジネスガイド社
のみ
無料

（一社）日本分析機器工業会
（一社）日本科学機器協会

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/seisan/
03-5775-2855
http://www.exhibition
tech.com/seafood/
03-6869-6353
http://www.
gaishoku
business.jp/
03-3512-5675
http://www.
organic-expo.jp
03-3847-9853
http://www.gourmet
diningstyleshow.com
03-3292-0642
https://www.
jasis.jp/

（一社）日本産業機械工業会、（一社）
03-3436-3191
日本産業車両協会、（一社）日本パ
03-3434-1988
レット協会、（一社）日本運搬車両機
関係者
http://www.
器協会、（一社）日本物流システム機
logis-tech-tokyo.
器協会、（公社）日本ロジスティクス
gr.jp
システム協会、（一社）日本能率協会
03-5297-8855
有料 （一社）日本自動認識システム協会
http://www.autoid-expo.com
03-3503-7319
フードシステム ソリューショ
http://www.f-sys.
有料
ン（F-SYS）実行委員会
info
（一財）食品産業センター
03-3503-7827
有料
（公社）日本食品衛生協会
http://www.f-sys.info
（一社）食品産業センター
03-3503-7807
有料
（公社）日本食品衛生協会
http://www.f-sys.info
（一社）日本加工食品卸協会
03-3503-7623
有料
（一財）食品産業センター
http://www.f-sys.info
03-3268-2121
（一社）日本計量機器工業
http://www.
無料
連合会
keikoren.or.jp
03-3543-1189
有料 （公社）日本包装技術協会
http://www.
tokyo-pack.jp
03-5296-1017
有料 UBM メディア㈱
http://www.
hijapan.info
03-5296-1017
有料 UBM メディア㈱
http://www.
hijapan.info
03-5296-1017
有料 UBM メディア㈱
http://www.
hijapan.info
03-3349-8511
関係者 リード エグジビション
http://www.nogyo
のみ ジャパン㈱
world.jp/tokyo/
03-3349-8511
関係者 リード エグジビション
http://www.
のみ ジャパン㈱
jpfood.jp/
有料

（公社）日本洗浄技能開発協会 03-5644-7221
日本産業洗浄協議会
http://biz.nikkan.
日刊工業新聞社
co.jp/eve/senjyo/

03-5644-7221
http://biz.nikkan.
co.jp/eve/s-robot/
092-271-5715
http://www.
有料 日刊工業新聞社
nikkanseibu-eve.
com/mono/
03-3271-4816
有料 日本食糧新聞社
http://kansai.
fabex.jp
日本食糧新聞社 協同組合
03-3271-4816
有料 全日本洋菓子工業会（世界洋 http://kansai.
菓子・パン連盟日本本部）
fabex.jp
03-3434-1988
関係者（一社）日本医療福祉設備協会
http://www.jma.
のみ （一社）日本能率協会
or.jp/hospex/
有料

日刊工業新聞社

東京

東京

東京

横浜

東京

千葉

東京

東京
東京
東京
東京
東京
東京

東京

東京

東京

東京

千葉

千葉

東京

東京

福岡

大阪

大阪

東京

東京ビッグサイト

関係者
（一社）日本能率協会
のみ

03-3434-3453
http://www.jma.
or.jp/washoku

東京

マリンメッセ福岡

関係者
FOOD STYLE 実行委員会
のみ

03-5464-8010

福岡

03-5297-8855
http://www.appie.or.jp/

東京

国際粉体工業展東京 2018 製造・プロセス機器、計装、測定、ラボ機器、材料、
東京ビッグサイト
POWTEX TOKYO2018
エンジニアリング、他

有料 （一社）日本粉体工業技術協会

