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KASHIWA BUSSAN GROUP
Corporate Profile

柏物産食品グループ

柏物産株式会社
〒277-0014 千葉県柏市東1-2-40 東宇ビル
TEL：04-7162-2258 FAX：04-7162-2252
E-mail：info@kashiwa-b.jp URL：http: //www.kashiwa-b.jp

福州柏物産食品有限公司
〒350026 中国福建省福州市倉山区
路861号金山工業区福湾園
TEL：0591- 88000288 FAX：0591- 88000286
E-mail： fz@fzkswf. com URL：http: //www.fzkswf. com

建

柏物産食品有限公司

〒353101 中国福建省建 市南雅鎮新村村八仙
TEL：0599 -3522318 FAX：0599-3522336
E-mail： jo@fzkswf. com URL：http: //www.fzkswf. com

柏物産株式会社
Kashiwa-b/111001
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取扱商品

会社概要

社名・・・・・・・柏物産株式会社

KASHIWA BUSSAN CO., LTD.

所在地・・・・・・〒277-0014 千葉県柏市東1-2-40 東宇ビル
TEL：04-7162-2258

FAX：04-7162-2252

生鮮品：

業務用水煮：

●椎茸/菌床・花どんこ（5kg）

●水煮/タケノコ

●椎茸パック/花どんこ（100g・30入）

●水煮/平茸

冷凍品：

E-mail：info@kashiwa-b.jp URL：http: //www. kashiwa-b.jp

白きくらげ

●水煮/舞茸

●椎茸/エリンギ/きくらげ

●水煮/エリンギ

業態・・・・・・・生鮮食品、加工食品の輸入販売

●松茸/スライス（5kg）

●水煮/椎茸

設立年月日・・・・2011年9月8日

●マッシュルーム/スライス（10kg）

●水煮/メンマ

代表取締役・・・・松坂 喜一

小売用乾燥品：

主な取扱商品・・・椎茸（生・水煮・乾燥・冷凍）、舞茸
（水煮・乾燥）
、エリンギ（水煮・冷凍）、
松茸
（水煮・冷凍）
、白キクラゲ、黒キクラゲ、裏白キクラゲ（乾燥・冷凍）、
平茸
（水煮）
、メンマ、アガリクス茸、タケノコ
（乾燥・水煮・冷凍）
、山クラゲ、
大麦若葉（青汁）
、切干大根
主な取引先・・・・(株)太堀、こだま食品(株)、(株)すかいら−く、高瀬物産(株)、東海澱粉(株)、
日研フード(株）、丸美屋食品工業(株)、三菱食品(株)、焼津水産化学工業(株)、

椎茸スライス

●乾物/黒きくらげ（20g・20入）

●水煮/マッシュルーム

●乾物/白きくらげ（30g・40入）

業務用味付：

●乾物/椎茸スライス（30g・50入）

●味付/舞茸

●乾物/椎茸（100g・30入）

アガリクス茸

天日干し切干大根

●味付/メンマ
ヤナギマツタケ

●乾物/霊芝（30g・20入）

●味付/椎茸

●乾物/アガリクス茸（20g・30入）

●味付/タケノコ

●ギフト/椎茸（200g・30入）

業務用粉末：

●パウダー/椎茸、舞茸、マッシュ

●椎茸/舞茸/
水煮平茸

大麦若葉パウダー

理研食品(株)
関連会社・・・・・福州柏物産食品有限公司、建

●水煮/松茸

乾燥山くらげ

柏物産食品有限公司（いずれも中国福建省）

沿革と特色・・・・当社は主に中国から農産物を輸入しています。キノコを中心に山菜、タケノコ、
健康食品なども取り扱っております。
キノコは古くから薬膳としてよく使われているものであり、 日本は世界の最

ルーム、アガリクス茸、霊芝、

黒きくらげ/

大麦若葉（青汁）

マッシュルーム

業務用乾燥品：

健康食品：

●乾物/裏白きくらげ（殺菌）
●乾物/黒きくらげ（1級、2級、3級）

●乾燥/紅景天
裏白きくらげ

水煮舞茸

●乾燥/ヤマブシ茸

●乾物/白きくらげ（殺菌）

●乾燥/霊芝（メシマコブ）

●乾物/椎茸（足切 2.0〜5.0cm厚）

●乾燥/アガリクス茸（加工用）

は免疫性を守り、生体の防衛機能を高め、 抵抗力を強化する効果などの研究

●乾物/椎茸（足切5.0cm up 厚）

●乾燥/アガリクス茸（並、大、特大）

成果が次々と出ました 。食習慣として、 世界中で日本ほど多くの食用キノコ

●乾物/椎茸（生スライス異物除去）

が使われている国はないと思います。

●乾物/椎茸（再乾スライス）

長寿国となりましたが、癌や心臓病などの成人病も多くなっています。キノコ

国民の食機能と食生活による病気の予防を一緒に考える時代を迎えているた

裏白きくらげスライス

●大麦若葉パウダー（青汁）

●乾物/椎茸（梅花型）
●乾物/山くらげ（ロング、カット）

め、これからの会社の方針としては、 キノコのような自然食品に力を入れて
研究しながら、また宣伝もしながら、輸入量を拡大していくつもりです。

●乾物/切干大根（天日、機械乾燥）

乾椎茸菌床3.0-4.0cm

味付メンマ

2mm菌床椎茸再乾スライス

1級 黒きくらげ

●乾物/舞茸
●乾物/ヤナギマツタケ
●乾物/絹傘茸
●乾物/松茸
（ポルチーニ）
●乾物/寒天

※季節により、お取り扱い出来ない場合あります。 ※規格、PB商品についてはご相談ください。
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関連会社

福州柏物産食品有限公司
ISO9001: 2000/2004年9月3日認定

所在地・・・・・・〒350026 中国福建省福州市倉山区
TEL：0591- 88000288

路861号金山工業区福湾園

FAX：0591- 88000286

E-mail：fz@fzkswf.com URL：http: //www.fzkswf. com
当社は福州市南部金山工業投資区にあリ、馬尾港まで30 km、福厦高速道や324
国道と306国道と僅か5 km の距離です。
業態・・・・・・・各種乾燥キノコ、山菜などの加工製造。
設立年月日・・・・1999年3月23日
資本金・・・・・・280万ドル
工場規模・・・・・工場敷地面積 31,750 ㎡ (9,620坪)、建築面積 33,120㎡ (10,000坪)、作業場には
選別ライン、再乾スライス加工ライン、包装ライン、高圧減菌ライン、無菌室、

事務所・工場

冷蔵・冷凍庫

品質管理室

選別作業室

小包装ライン

金属探知機

X線探知機

毛焼機

風力選別機

スライサー

マイクロ波乾燥殺菌ライン

社員教育

品質管理室を設置してあります。作業場以外冷蔵冷凍庫 9,504㎡ 、食堂 813㎡ 、
宿舎2,439 ㎡、地下消防貯水槽378m 、総投資額 6,000万人民元。
3

設備状況・・・・・高速スライス機、遠赤外線乾燥機、マイクロウエーブ殺菌乾燥機、熱風乾燥機、
金属探測機、真空包装機、風力異物除去機、高圧殺菌機、X線異物検出機など、
630 KVA高圧変電器、それに125 kwの発電機が設置してあります。
生産能力・・・・・従業員数は約250人。 工場と産地基地の年間生 産能力は合わせて1,800トンに
達しており、そのうち干し椎茸は 500トン、裏白きくらげは150トン、黒きく
らげは10 0トン、 その他のキノコは50トン、山菜は100トン、大根千切は800
トン、その他100トン。これらの製品はすべて日本向けに輸出しております。
年間総売上は800万ドルを超えています。
取扱製品・・・・・●椎茸、黒きくらげ、裏白きくらげ、白きくらげ、舞茸などのキノコ類。
●松茸やポルチーニなどの野生キノコ。
●ぜんまい、山くらげ、切干大根などの山菜。
●椎茸再乾スライス(各種サイズ)。
●殺菌白きくらげ、殺菌黒きくらげ、殺菌裏白きくらげ。
●アガリクス茸、霊芝、ヤマブシタケ、メシマコブ。
●大麦若葉パウダー、まいたけパウダー、椎茸パウダーなど。
●寒天。
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関連会社

建

柏物産食品有限公司

ISO9001: 2000/2002年12月30日認定
HACCP/2003年12月31日認定
有機JAS/2003年4月2日認定

所在地・・・・・・〒353101 中国福建省建
TEL：0599 - 3522318

市南雅鎮新村工業区
FAX：0599 - 3522336

E-mail： jo@fzkswf. com URL：http : //www.fzkswf. com
ユネスコ認定の世界自然・文化遺産武夷山の山脈南部に位置し、 武夷山から
の川が工場の側を通過する。国道 205線 2,092km 地点東側に面しています。
業態・・・・・・・各種キノコ、山菜などの水煮、冷凍、味付調理加工製造。
設立年月日・・・・2001年4月28日
資本金・・・・・・150 万ドル
工場規模・・・・・工場敷地面積 32,239 ㎡（ 9,769坪)、建築面積は10,507㎡ (3,180坪)、作業場に
は原料洗浄選別ライン、仕込み味付ライン、真空包装ライン、冷凍ライン、常

工場

事務所・冷蔵庫

水煮工場外観

冷凍工場外観

原料処理場

洗浄ライン

煮込み作業場

真空冷却機

包装ライン

レトルト殺菌釜

冷凍ライン

物流倉庫

温殺菌ライン、高圧殺菌ライン、包装ライン、品質管理室を設置してあります。
水煮工場 (1,611㎡)、冷凍工場（1,600㎡）
、冷蔵庫（670㎡）
、冷凍庫（3,200㎡）
、
常温倉庫(710㎡)、物流場
（680㎡）
、事務室 (670㎡)、宿舎
（2,773㎡）
、食堂(405㎡)
など建物が13 棟。地下に250トン水消毒処理貯水槽、地下消防貯水槽150m な
3

どがあります。総投資額 2,500 万人民元。
設備状況・・・・・野菜洗浄機、高速スライス機、撹拌煮込み機、真空包装機、真空冷却機、金
属探測機、熱風乾燥機、高圧殺菌機、冷凍機など、水源は3つの井戸から1日
あたり約1,000トンの水が供給できる、500KVAの高圧変電器や235 kwの予備
発電機が設置されております。
生産能力・・・・・従業員数は200人。年間生産能力は約2,500トン。そのうち、水煮製品は 700
トン、冷凍品は約 500トン、調理加工食品は約800トン、その他の製品は約500
トン。年間売上総額を1,000 万ドルと計画しております。
取扱製品・・・・・水煮製品：●水煮椎茸、エリンギ、 平茸、マッシュルーム、舞茸などキノ
コ製品
●水煮タケノコ、水煮メンマ
冷凍製品：●冷凍椎茸、 エリンギ、きくらげ、マッシュルーム、タケノコ
味付製品：●味付椎茸、舞茸などキノコ製品
●味付タケノコ、味付メンマ、味付ザーサイ

