あの大泉洋さんから
当社「ビーフ・ズーシー」

今や、北海道が生んだ大スター、
あ の大泉洋 さんが 「ウー ン、 うま
い！！」と唸った。
今年も春 から、 テレビ 番組 で紹
介 されるこ とが多 い当社 だが 、四
月 上旬の日 曜日夕 方の人 気テ レビ
番 組「いっ ぱち行 こうよ 」の 番組
内 で、当社 の新製 品で道 産ブ ラン
ド 牛、馬追 和牛を 使った 牛肉 の飯
寿 司、ビー フズー シーが 、去 年末
に ユニーク な新製 品開発 の北 海道

で唸る

知事表彰を受けたことから紹介さ
れ、メインキャスターの大泉洋さ
んが、試食したもの。
大泉さんは、番組内で当社のビー
フズーシーを、最初は「気持ち悪
い」「想像できない」「飯寿司は
魚でしょう・・・」などと、こき
下ろした後に恐る恐る試食、しば
らく無言で、「う～～ん」と唸っ
た後で「うまい！！」と一言。
「これは意外な旨さ」と感想
を漏らしていた。

一 八
×行こうよ

『う ま い 』頂き ま し た

第一弾は静岡沖生しらす販売

販売開始した生しらす

当社が製造するキ
ンキを使った魚醤油
「きんきの露」が、六
月から香港への輸出が
スタート、台湾、米国、
シンガポールに次ぐ、
四ヵ国目の海外輸出が
始まった。
「きんきの露」は、
当社の看板商品「きん
きいずし」に使ってい
る高級魚きんきを塩と
糀だけで発酵熟成させ
たもろみを搾って作っ
た魚醤油で、当社で五
年前から本格的な醸造
を開始した商品。
キンキを使った珍し
さと独自の旨味が特徴
で、国内はもとより、
海外からの引き合いが
増えている。今回を契
機に、さらに海外取 引
を加速させたい方針
だ。

キンキの露

テレビ番組内

中井英策商店とお客様を結ぶコミュニティ新聞
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当社通販、商社機能強化

テレビ画面から

当社、中井英策商
する事業者と提携、商 及川代表が「これだ」
店は、全国各地でこだ 社機能を強化する方針 と思った商品を独自に
わりの製法、素材で伝 を固めた。
仕入れ、当社のお得意
統的な美味しさを提供
具体的には当社が展 先限定で販売するプラ
開する通信販売で、ンを立てている。
当社製造品以外の
今回の静岡湖西市の
全国のこだわりの ヤマサ水産の「しらす」
逸品を販売を随時 や「青のり」などは、
開始する計画だ。 当社及川社長が自らの
そのこだわりと 足で、湖西市の同社下
は、ズバリ、その 村社長と試食の上、そ
地域に根差した伝 の「絶品さ」と、その
今後は、このような
統的な食習慣、食 地域ならではの「食文 仕入れ機能を強化、日
文化を象徴するよ 化」に感動して当社で 本全国のこだわりの逸
うな商品で、水産 の取り扱いを決めたも 品を紹介する計画だ。
品だけでなく当社 の。

当社魚醤「きんきの露」

テレビ画面から

きんきん新聞
全国の美味い、珍しいお届けへ

テレビ画面から

香港輸出スタート
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毎年、秋から冬にか
けて様々なマスメディ

司」の開発事業を、北
海道新聞社が独自取材 、
三月から五月にかけて
密着取材を行い、五月
二十九日号夕刊一面に
特集記事として大きく
掲載された。
この他、 STV
テレビの
人気番組「一 八
×行こ
うよ」で当社のビーフ
ズーシーが 面
(4掲載 紹)
介された。
さらには、全国の著

アから取材を受ける当 名ブランドを紹介する
社、中井英策商店。
雑誌「 JAPAN BRAND
」
今年は、ナント春か や、カルピス飲料を展
らメディアに相次いで 開する飲料大手アサヒ
取り上げられている。 飲料㈱が発行する専門
これは、当社が現在 、雑誌「発酵の恵み」に
石狩管内当別町、愛媛 当社の魚醤「きんきの
県宇和島市とタイアッ 露」が紹介されるなど 、
プして取り組んでいる この春も数多く登場し
宇和島市産養殖マダイ ている。
を使った「真鯛の飯寿

地道な新製品

今春もメディア紹介相次ぐ
開発が評価受ける

当社、中井英策商店で頑張る従業員スタッフを
紹介する「スタッフ紹介」、今回は、工場で製造
部門の一役を担う大友孝さんを紹介します。
大友さんは、当社に入社して二年になりますね・・・。
入社のきっかけは？
そうです。あっと言う間で早いですね。
入社前から、中井英策商店は地元では有名な会社
で、テレビや新聞などで良く紹介されていた会社でしたから、是
非お世話になりたいと思っていた時、求人を見て応募しました。
入社した後の会社の雰囲気は如何でしたか？
さすがだなあ・・・と思ったのは、ベテラン従業員さんの作業

バズっちゃった

昆布のぐいのみ

ＳＮＳで

の手際の良さです。これは頑張らないとと思いましたね。
大友さんは、料理でフランス留学された経験があるそうですね。
若い時、私が三十二歳の時に当時勤めていたホテル日航さんの
勧めで、当時パリ百年祭で沸いていたフランスに手伝いを兼ねた
料理修行に行きました。とっても良い経験が出来ました。その後、
会社を辞め、独立して自分でお店を経営する経験もし、やりたい
ことはやって来ましたので後悔は無いです。あとは、中井商店さ
んで人生の最後まで頑張りたいと思っ
ています。
現在は、九十歳になるお母さんとお二
人で静かに伊達市内で過ごす大友さ
ん、穏やかな表情 に 、 豊 か な 人 生
経験が表れている気がした。

フランス料理修行経験

スタッフ
紹介

今、流行りの SNS
で 品薄状態が続いている 。りかかったものの、
バズっちゃった？！。
この「 昆 布 の ぐ い 受注に製造が追いつ
当社の製法特許製品 み」は、ズバリ昆布を かない状態が現在も
「昆布のぐいのみ」が 、使って作ったお猪口。 続いている。
五月連休明けから今流 お酒やお茶を入れる 「現状、何が起こって
行りのＳＮＳ ツ(イッ と、昆布の香りが染 いるのか？良く分かっ
ター、フェイスブック み出し、磯の香りを ておらず、分析中」
などのネット上の仮想 楽しむことが出来る （当社及川社長 と)困
コミュニティの総称 で) というおもしろ商品 。惑気味だ。
火が付いた状態となり 、 五月のＧＷ明け
在庫が底を尽き現在も 頃から個人客のネッ
トでの注文が急増、
その後取扱問屋な
どからの注文が相
次いで入るなどし
て、五月中旬には
在庫が底をつく状
態となった。
直ちに、予定に
無かった製造に取
欠品状態になった昆布のぐい吞み
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