この 国の牛は ストレス のない 自然放牧
で、健康的に育てられています。また、 今年の中條特別営業部が決定しました。巳年生

１月の初めごろにフットサルの蹴り

中條フットサルクラブの蹴り始め

ニュージーランドの牧場では、周辺で まれの社員が３名選ばれました。通常ですと役 始めを行いました。お正月で蓄えた物を
栽培される大麦やトウモロコシを中心 員はふくまれないのですが、今回は本人から是 吐き出すかのように元気にみんなで走
とした飼料で肥育し、遺伝子組み換え 非入れて欲しいとの希望があったので、水野常 り回りました。ボールを操る者はほとん

も豊富な山があり、人も牛も飲み水と

草や農作物を育てます。また、水資源

いる為、豊かな降雨量が飼料である、

の半分以上が牧草地として利用されて

季を通じて気候が安定しており、国土

原料となる、牛肉を生産する牧場は四

海に囲まれた島国です。ハンバーグの

に恵まれたニュージーランドは周囲が

でおこなっています。豊かな自然環境

料から製造まで全てニュージーランド

ビーフハンバーグ２５０ｇ』です。原

をご紹介致します。その名も『オール

現在、中條で絶賛販売中のハンバーグ

してパスタソースなど、

ツ・ チリコン カン・キ ーマカ レー、崩

トローフやパイ包み、ロールキャベ

ーグ だけでな く下ごし らえな しでミー

バー グにする ことも可能で す。ハ ンバ

たま ねぎなど 加え柔らかな 感触の ハン

られ 、美味し そうに焼きあ がりま す。 くお願いします。

て、 焼き上が りの肉汁がよ り封じ 込め ニョロ隊」を宜し

でも う一度練 って整形する ことに よっ 年「中條ニョロ

ール スパイス 等を追加して 焼く前 に手 是非とも２０１３

で、 ブラック ペッパー ・ナツ メグ・オ どを考えています。

す。 大変ジュ ーシーな ハンバ ーグなの になるイベントな

し て お 客 様 へ お 届 け す る 事 が 出 来 ま し、お互いに有益

けの条件が揃って始めてハンバーグと と中條が共に勉強

で活動します。

も元気に隔週

クラブは今年

條フットサル

す。そんな中

上はしていま

が、技術の向

れていました

モンの使用も禁止しています。これだ ューの提案、社員へのセミナー開催などお客様 ボールに操ら

飼料は一切使っていません。成長ホル 務が入隊しました。夏に向けて、ガーデンメニ どいなくて、

畜特有の病気からも隔離された、まさ

して利用しています。ＢＳＥなどの家

観が素敵な行事になり
になり定着しています。豆で福を
呼び、鬼を出し、チョコで
チョコで義理を渡すのです。

TEL03-6880-1129 FAX03-6880-1127
1127

http://www.nakajyo-meat.co.jp/
meat.co.jp/

愛車をご紹介します。

今回は声が高くキッチリした性格の営業
営業マンが

○愛車名・日産 バネット

○名前・松田 亮雄 ○担当地域・品川、
、高輪

・洗車、車内掃除いつでもピカピカ！俺もピカピカ
もピカピカ！

○愛車とのエピソード

○運転で心がけている事

シフトできるので、今後は市場の反

ット買いから、ＵＳのパーツ買いに

心でした。今後はオーストのフルセ

Ｅ騒 動以前 の輸 入ビー フはＵ Ｓ中

着く事を期待したい。８年前のＢＳ

の相場も今の高値から、多少は落ち

るし、オージービーフ・国産ビーフ

が、これで食肉業界の選択肢も増え

が輸入解禁だ。遅すぎる春ではない

い よいよ Ｕ Ｓ産３ ０ヶ 月齢 以下

・もちろん安全運転です。

食感を可能に致しました。

おすすめします。

中條は自信を持ってこの豚肉を

ます。どうぞ宜しくお願い致します。

パンフレットを含めて、ご案内したいと思い

座いましたら弊社営業にお問合わせ下さい。

食べて頂きたいと思いますので、ご希望が御

た、非常に魅力ある豚肉です。まずは、一度

「豚 枝肉 氷温 熟成 技術」で 、豚 肉の 度が持続されます。独自の衛生管理と品質管
甘く まろ やか な味 わいとや わら かな 理と昔ながらの食品の加工技術を融合させ

い方向に進むと思います。
＊国産牛の９５％は３０ヶ月齢です

費者までの流通面・コスト面でも良

たので、いろいろな面で生産から消

査も ３０ヶ 月齢 以下は 無用に なっ

たいと思います。 日本のＢＳＥ検

で、 古く から養 豚 生産が盛 んな 土地 仕込み」など、凍るような寒さを巧みに利用
で、肉の目利きが良質な豚を厳選し、 した伝承の技術により、生の食品には「寒さ」 応も見ながら、我社としてもキッチ
そ し て ２ ０ 年 に 渡 り 研 究 開 発 し た というストレスが与えられ、旨みを増し、鮮 リ と Ｕ Ｓ ビ ー フ に 取 り 組 ん で 行 き

らが 全て 高い基 準 にある事 です 。そ 加工方法があります。日本に四季である、冬
の要 因と しては ま ず自然豊 かな 風土 を利用して「寒ざらし」、「寒干し」、「寒

ます 、安 心・安 全 ・美味し い、 それ 日本には古くから「寒」という字のつく食品

るな らば 、食品 と しては基 本と なり

いて いる 商品で す 。まず特 徴を あげ

使用 して いるお 客 様からご 好評 を頂

弊社 では 昨年か ら 取り扱い を始 め、

あります。その名は「氷室豚」です。

っと もお 客様に お 勧めした い豚 肉が

ませ ん。 そんな 弊 社が今シ ーズ ンも

まだ まだ 寒さも 落 ち着きそ うに あり

した 。そ んな冬 の 風邪は冷 たく て、

では 物流 などに 多 大な影響 があ りま

爆弾 低 気圧 が大 雪 をふ らせ、 関東

に是非ご利用下さい。

ます。この機会

料理を生み出し

なアイデアの

用方法は、様々

ハンバーグの利

ます。この万能な

てでもお使い頂け

挽肉料理の食材とし

イ イ 肉

に理想的な畜産国なのです。

年があければ、すぐに
すぐに来るのが節分とバレンタイ

NO.７７
２０１３年２月号

ンデーですね、日本人
日本人にしかないこの独特の宗教
株式会社中條 東京都足立区谷中 4-4-10

