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変革創造
当たり前の徹底と、過去や常識の否定。

この両立こそが新しい価値を生みだす。

誠心誠意
自分を尽くす。懸命に向き合う。

すべてを注ぎ込まないと、何事も成し遂げられない。

自主自立
仕事を自ら作り出し、

仕事によって自分自身を成長させよ。

一致団結
全員の知恵と技術と想いをひとつにする。

そして初めて、限界は超えられる。





　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別の
ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社では、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝し、心ばかりではございますが、ご優待品をお
贈りさせていただいております。
　2022年12月末基準の株主の皆様には、当社ブランド缶詰「STONE ROLLS（ストンロルズ）」「燻
肴(ibusa)」「FIRE PORTS（ファイヤポーツ）」より厳選した９缶をお贈りさせていただきます。ぜひお
楽しみください。

　急激な為替変動や国際紛争、インフレの進行など、世界的に先行き不透明な状況が続いており
ますが、当社は急激な市場変化への一時対応が終了し、良品製造の徹底を通じて新規ユーザー
やリーピートユーザーを獲得しております。また、新商品を連続的に投入しており、新たな定番商品の
創出にも積極的に取り組んでおります。

　業績につきましては、2022年12月期を終え、期初計画に沿って堅調に推移しており、また、生産能
力の強化や北米進出の準備など、将来の成長に向けた土壌づくり、種まきも推進しております。来期
以降も新たな取り組みに果敢に挑戦し、引き続き持続的な成長に向け、邁進してまいります。
　当社は皆様の食を支える企業として、「海の幸を、人の幸へ」の心を大切に、より一層の品質向上
を目指し、積極的に商品開発に取り組んでまいります。そして、企業価値向上とともに社会への貢献
を実現し、株主の皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ 株主優待品のご案内

代表取締役社長
CEO 最高経営責任者

十見 裕

金華さば水煮
三陸・金華山沖を含む、北部太平洋海区で獲れた大型で脂肪
が豊富なまさばのうち、石巻港に水揚げされたもののみが「金華さ
ば」と呼ばれます。その金華さばを冷凍することなく鮮魚のまま缶詰
にし、素材の旨味を引き立たせる伊達の旨塩のみ使用して、水煮
に仕上げました。脂乗りが良く、身も柔らかい、金華さば本来の味
わいをお楽しみいただけます。
缶詰は熟成させるとさらに美味しくなります。今回は食べごろに熟
成した商品をお届けいたします。

さばハリッサ
原料には国産のさばを使用し、唐辛
子をベースにクミン、ガーリックなどで
調味した地中海生まれの香辛料「ハ
リッサ」ソースがクセになる辛くて刺激
的なさば缶詰です。そのままお酒のお
つまみに、ごはんや麺にもよく合います。

燻肴ひとくちスモークサーモン
厳選したサーモントラウトに黒糖をまぶして一
晩熟成し、旨味を引き出しました。相性の良い
桜チップで燻した本格的なスモークサーモン
をそのまま缶に詰めています。サーモン本来の
味わいと桜チップの燻香が愉しめる逸品。食
べきりサイズなので、お酒のおつまみや小腹が
すいたときにぴったりです。

燻肴ひとくちスモーク金華さば
宮城県の石巻港に水揚げされた金華さばに黒
糖をまぶして一晩熟成し旨味を引き出し、相性
の良いホワイトオークチップで燻した本格的な
スモーク金華さばをそのまま缶に詰めています。

さばオリーブオイル
原料には国産のさばを使用
し、エクストラバージンオリーブ
オイルで調味することで、液がそ
のままドレッシングになり、サラダ
にかけても、パスタにあえても美
味しいさば缶詰です。

さばカリー
玉ねぎ、トマト、各種スパイスで
じっくり煮込んだカレーに、国産
さばの旨味が溶け出した、お
酒にもごはんにも合う絶品のさ
ばカレーです。

さばめんたい
原料には国産のさばを使用し、ぴりっと辛い
辛子明太子を合わせたオリジナル缶詰です。
独自に調合した調味液に漬け込んだ博多辛
子明太子が、さばとよく合います。オリーブオイ
ルを加えてまろやかな味わいに仕立てました。 
そのままはもちろん、ごはんのお供やパスタ、サ
ラダなど様 な々料理にもお使いいただけます。

2022年8月お届け分までの当社株主優待品バックナンバーを

株主様限定で販売いたします

公式オンラインショップのご紹介

フードロス対策への取り組みの一環として、ご好評いただいております当社優待品をお求めい
ただけるよう、株主様限定販売サイトをオープンいたしました。お気に入りの味やご優待品で
は物足りなかった缶詰を、この機会にご購入いただき、お一人で、ご家族・ご友人とご一緒に、
ぜひお楽しみください。

レンジでチン!だけでおいしい焼き魚シリーズや、そのままでもおい
しい缶詰シリーズなど。今という時代にふさわしい、海の幸の食文
化と幸せを広げるオンラインショップです。多彩なセット商品をご用
意しておりますので、 ぜひ一度ご賞味ください。
https://www.sti-ec.com/

株主様の声をお聞かせください
今回、株主の皆様のご意見・ご要望に耳を傾け、今後の経営やIR活動の参考
とさせていただくため、アンケートを実施いたします。
お一人でも多くの株主の皆様にご回答を賜りたくご協力をお願い申し上げます。

2023年4月28日までにご回答いただいた株主様の中から抽選で 20名様に「QUO
カード（2,000円分）」をお贈りいたします。

ログインパスワード 株主様限定販売サイト
右のQRコードまたはURLより株主様限定販売サイトへログインいただき、
パスワードをご入力ください。

対象商品：2022年８月お届け分までの株主優待品
販売対象：2022年12月末時点の株主様限定

販売期間：なくなり次第終了

amazonにて販売しています! ストンロルズ

びんながまぐろ青唐辛子仕立て
今回の株主優待限定品として、特別に創作したFIRE PORTSブラン
ドの一品です。お刺身用のびんながまぐろを贅沢に使い、利尻昆布や
国産しいたけ等のだし汁とこだわりのブレンドオイルを合わせ、花藻塩
と青唐辛子で仕立てました。青唐辛子ぴりっときいた和風味ですが、
エスニック料理に合わせても美味しくお召し上がりいただけます。

　当社グループは積極的に製造ラインを増設し、熟練の技術力を活かして地域の新鮮素材にもこだわった製品を企画しております。
今後も地域の生産者と全国のお客様のために、おいしい缶詰を作り続けてまいります。

ストンロルズは、
石巻からお届けする
こだわりのブランドです。

ファイヤポーツは、
焼津からお届けする
こだわりのブランドです。

対象となる
株 主 様

基準日時点の株主名簿に記載された100株 
（1単元）以上を保有されている株主様

基 準 日 12月末日（期末）/6月末日（中間期末）

期末優待品：3月末
中間期末優待品：8月末

優 待 品
発 送 日

株主様限定の当社商品優待内容

8P_B案（中面）

「STONE ROLLS（ストンロルズ）」とは
海流のぶつかる豊かな漁場であり、世界三大漁場と評される三陸
沖を抱えた石巻漁港。「STONE ROLLS」は、主にこの石巻漁港
で揚がる海の幸を原料に、目の前の工場で生産する当社ブランド
缶詰で、その名前の由来は、“石＝STONE”と“巻＝ROLLS”を組
み合わせたものです。

「燻肴（ibusa）」とは
お酒との相性を考え「燻製」した酒の「肴」という意味の、「燻肴(いぶさ)」という弊社オリジナルブランドです。 
魚を熟成し、魚に合わせたチップで燻製することで、旨味あふれる味わいを実現しました。 おつまみにぴったり
な、ひとくちサイズの「おつまみ缶詰」です。 １日の締めくくりに、お好きなお酒とともにお愉しみください。

「FIRE PORTS（ファイヤポーツ）」とは
遠洋漁業の基地であり、日本トップクラスのまぐろ・かつおの水揚量を
誇る焼津港。「FIRE PORTS」は、主にこの焼津港に鮮度の高いまま
水揚げされる海の恵みを原料に、現地で生産する当社ブランドの缶
詰です。「FIRE PORTS」の生産工場は、焼津で缶詰を作り続けて70
年の歴史があります。焼津の特色である「漁業」そして「水産加工業」
を通じて、穏やかな気候と暖かな陽射しが自慢の、ふるさと焼津がさら
に輝くように貢献したいという想いを商品に込めております。

決算説明動画
パソコンやスマホから決算説明動画をご覧いただけます。
業績や今後の戦略など、詳しくご説明しております。
https://irp-system.net/presenter/?conts=01gm7dqw15md2htrfmsq00a1n9

通販サイト「amazon(アマゾン)にて」株主優待品をお求
めいただけます。amazonでのお買物の方が便利な方はこ
ちらでもご購入いただけますので、ぜひご利用ください。

※写真は盛り付け例

※写真は盛り付け例
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を通じて、穏やかな気候と暖かな陽射しが自慢の、ふるさと焼津がさら
に輝くように貢献したいという想いを商品に込めております。

決算説明動画
パソコンやスマホから決算説明動画をご覧いただけます。
業績や今後の戦略など、詳しくご説明しております。
https://irp-system.net/presenter/?conts=01gm7dqw15md2htrfmsq00a1n9

通販サイト「amazon(アマゾン)にて」株主優待品をお求
めいただけます。amazonでのお買物の方が便利な方はこ
ちらでもご購入いただけますので、ぜひご利用ください。

※写真は盛り付け例

※写真は盛り付け例



　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別の
ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
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やリーピートユーザーを獲得しております。また、新商品を連続的に投入しており、新たな定番商品の
創出にも積極的に取り組んでおります。

　業績につきましては、2022年12月期を終え、期初計画に沿って堅調に推移しており、また、生産能
力の強化や北米進出の準備など、将来の成長に向けた土壌づくり、種まきも推進しております。来期
以降も新たな取り組みに果敢に挑戦し、引き続き持続的な成長に向け、邁進してまいります。
　当社は皆様の食を支える企業として、「海の幸を、人の幸へ」の心を大切に、より一層の品質向上
を目指し、積極的に商品開発に取り組んでまいります。そして、企業価値向上とともに社会への貢献
を実現し、株主の皆様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ごあいさつ 株主優待品のご案内

代表取締役社長
CEO 最高経営責任者

十見 裕

金華さば水煮
三陸・金華山沖を含む、北部太平洋海区で獲れた大型で脂肪
が豊富なまさばのうち、石巻港に水揚げされたもののみが「金華さ
ば」と呼ばれます。その金華さばを冷凍することなく鮮魚のまま缶詰
にし、素材の旨味を引き立たせる伊達の旨塩のみ使用して、水煮
に仕上げました。脂乗りが良く、身も柔らかい、金華さば本来の味
わいをお楽しみいただけます。
缶詰は熟成させるとさらに美味しくなります。今回は食べごろに熟
成した商品をお届けいたします。

さばハリッサ
原料には国産のさばを使用し、唐辛
子をベースにクミン、ガーリックなどで
調味した地中海生まれの香辛料「ハ
リッサ」ソースがクセになる辛くて刺激
的なさば缶詰です。そのままお酒のお
つまみに、ごはんや麺にもよく合います。

燻肴ひとくちスモークサーモン
厳選したサーモントラウトに黒糖をまぶして一
晩熟成し、旨味を引き出しました。相性の良い
桜チップで燻した本格的なスモークサーモン
をそのまま缶に詰めています。サーモン本来の
味わいと桜チップの燻香が愉しめる逸品。食
べきりサイズなので、お酒のおつまみや小腹が
すいたときにぴったりです。

燻肴ひとくちスモーク金華さば
宮城県の石巻港に水揚げされた金華さばに黒
糖をまぶして一晩熟成し旨味を引き出し、相性
の良いホワイトオークチップで燻した本格的な
スモーク金華さばをそのまま缶に詰めています。

さばオリーブオイル
原料には国産のさばを使用
し、エクストラバージンオリーブ
オイルで調味することで、液がそ
のままドレッシングになり、サラダ
にかけても、パスタにあえても美
味しいさば缶詰です。

さばカリー
玉ねぎ、トマト、各種スパイスで
じっくり煮込んだカレーに、国産
さばの旨味が溶け出した、お
酒にもごはんにも合う絶品のさ
ばカレーです。

さばめんたい
原料には国産のさばを使用し、ぴりっと辛い
辛子明太子を合わせたオリジナル缶詰です。
独自に調合した調味液に漬け込んだ博多辛
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ルを加えてまろやかな味わいに仕立てました。 
そのままはもちろん、ごはんのお供やパスタ、サ
ラダなど様 な々料理にもお使いいただけます。

2022年8月お届け分までの当社株主優待品バックナンバーを

株主様限定で販売いたします

公式オンラインショップのご紹介
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ファイヤポーツは、
焼津からお届けする
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株 主 様
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優 待 品
発 送 日
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8P_B案（中面）
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詰です。「FIRE PORTS」の生産工場は、焼津で缶詰を作り続けて70
年の歴史があります。焼津の特色である「漁業」そして「水産加工業」
を通じて、穏やかな気候と暖かな陽射しが自慢の、ふるさと焼津がさら
に輝くように貢献したいという想いを商品に込めております。

決算説明動画
パソコンやスマホから決算説明動画をご覧いただけます。
業績や今後の戦略など、詳しくご説明しております。
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　　　　　　   社是（私たちが最も大切にする価値観）

　　　　  正々堂々
変革創造
当たり前の徹底と、過去や常識の否定。

この両立こそが新しい価値を生みだす。

誠心誠意
自分を尽くす。懸命に向き合う。

すべてを注ぎ込まないと、何事も成し遂げられない。

自主自立
仕事を自ら作り出し、

仕事によって自分自身を成長させよ。

一致団結
全員の知恵と技術と想いをひとつにする。

そして初めて、限界は超えられる。


