
ASC商品を取り扱っている国内のCoC企業（138社）6月1日現在
公式かつ最新の情報はASCウェブサイトをご覧ください
https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/take-action/find-a-supplier/

ASC番号 企業名 認証対象魚種

ASC-C-02849 アイセン・アジア株式会社 ギンザケ

ASC-C-01820  株式会社アキラ・トータルプランニング タイセイヨウサケ

ASC-C-01662  アクアブルー株式会社 ブリ

ASC-C-02706 旭水産株式会社 タイヘイヨウサケ、ブリ、アサリ、パンガシウス（チャー）

ASC-C-02372  東町漁協 ブリ

ASC-C-01535  株式会社足立商店 タイセイヨウサケ

ASC-C-02340  株式会社アライアンスシーフーズ タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ブリ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-00948  アンデス・アジア株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ニジマス

ASC-C-02276  株式会社アンドブルー タイセイヨウサケ、ブラックタイガー、アサリ、マガキ、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-00332  イオン株式会社
タイセイヨウサケ、ムール貝（チリイガイ）、ギンザケ、蝦夷アワビ、ブリ、アサリ、マガキ、パンガシウス（チャー）、ニジマ
ス、ナイルティラピア、バナメイエビ

ASC-C-01913  五十嵐冷蔵株式会社 アサリ

ASC-C-02242  一冨士フードサービス株式会社 パンガシウス（チャー）

ASC-C-01224  茨城水産株式会社 タイセイヨウサケ

ASC-C-02302  イヨスイ株式会社 ブリ

ASC-C-02818 ヴェスティ・フーズ・ジャパン株式会社 ブラックタイガー、ナイルティラピア、バナメイエビ

ASC-C-02207  株式会社 魚国総本社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ブリ、パンガシウス（チャー）、ナイルティラピア、バナメイエビ

ASC-C-01784  エームサービス株式会社 タイセイヨウサケ、ブラックタイガー、ブリ、マガキ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02320  株式会社 STIフードホールディングス タイセイヨウサケ、ギンザケ、ニジマス

ASC-C-02049  エスロード株式会社 タイセイヨウサケ、ニジマス

ASC-C-02401  尾家産業株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブリ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02032  株式会社及新 マガキ

ASC-C-02030  王子サーモン株式会社 タイセイヨウサケ、ニジマス

ASC-C-00333  オーシャン貿易株式会社 タイセイヨウサケ、ムール貝（チリイガイ）、ギンザケ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01851  株式会社大田魚力 ブリ、マガキ、ヒラマサ

ASC-C-02194  株式会社 大光 バナメイエビ

ASC-C-02123  株式会社オカムラ食品工業 ニジマス

ASC-C-01295  株式会社オカムラ食品工業 タイセイヨウサケ、ニジマス

ASC-C-02421 岡谷鋼機株式会社 マガキ、バナメイエビ

ASC-C-02267  株式会社小山平八商店 ギンザケ、ニジマス

ASC-C-00996  株式会社海幸 マガキ

ASC-C-02515 株式会社籠島

ASC-C-01062  株式会社カネキ吉田商店 マガキ

ASC-C-02560 カネシメ 高橋水産株式会社 ギンザケ

ASC-C-02879 兼松株式会社 タイヘイヨウサケ、ブラックタイガー、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-00634  株式会社亀和商店 タイセイヨウサケ、ブラックタイガー、アサリ、パンガシウス（チャー）、バナメイエビ

ASC-C-02734 かりや愛知中央生活協同組合

ASC-C-02454  川達水産株式会社 バナメイエビ

ASC-C-02402  株式会社木更津魚市場 ニジマス

ASC-C-02525 北島水産株式会社 アサリ、バナメイエビ

ASC-C-01051  株式会社キタショク タイセイヨウサケ

ASC-C-01109  株式会社キョクイチ タイセイヨウサケ、ギンザケ、ニジマス

ASC-C-00459  株式会社 極洋 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、パンガシウス（チャー）、ナイルティラピア、バナメイエビ

ASC-C-02577 株式会社久世 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ブリ、マガキ、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02548 クニヒロ株式会社 マガキ

ASC-C-01975  株式会社グリーンハウス ブラックタイガー、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01539  黒瀬水産株式会社 ブリ



ASC-C-02368  株式会社ケーアンドティ パンガシウス（チャー）

ASC-C-02648 株式会社 合食 アサリ

ASC-C-02623 株式会社郡山水産 マガキ

ASC-C-01280  埼北水産株式会社 タイセイヨウサケ

ASC-C-00954  三洋食品株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、パンガシウス（チャー）、ニジマス

ASC-C-02124  三耀フーズ株式会社 タイセイヨウサケ、アサリ、パンガシウス（チャー）、ニジマス

ASC-C-02208  ジャパンフード株式会社 タイセイヨウサケ、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01819  株式会社城水 タイセイヨウサケ、パンガシウス（チャー）、バナメイエビ

ASC-C-02084  株式会社ショクリュー タイセイヨウサケ、ブラックタイガー、パンガシウス（バサ）、バナメイエビ

ASC-C-02620 株式会社食研 千葉工場 バナメイエビ

ASC-C-01988  神港魚類株式会社 ブリ

ASC-C-01351  株式会社スイシン ギンザケ、アサリ、パンガシウス（チャー）、ニジマス

ASC-C-01831  西洋フード・コンパスグループ株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ブリ、アサリ、マガキ、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02622 株式会社ゼットン タイヘイヨウサケ、ブラックタイガー、アサリ、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02642 株式会社全栄フーズ ブリ

ASC-C-02896 仙台水産 ニジマス

ASC-C-01534  株式会社総食 タイセイヨウサケ

ASC-C-01125  第一水産株式会社 タイセイヨウサケ、パンガシウス（バサ）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02342  第一楼ジャパン株式会社 アサリ

ASC-C-01923  大京魚類株式会社 タイセイヨウサケ

ASC-C-01797  株式会社大水 タイセイヨウサケ、ムール貝（チリイガイ）、ギンザケ、ブリ、マガキ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02453  大都魚類株式会社 タイセイヨウサケ、ブリ、アサリ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01571  株式会社 タイムズ タイセイヨウサケ、ギンザケ、マガキ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02121  立富株式会社 タイセイヨウサケ、パンガシウス（チャー）

ASC-C-02213  有限会社千田商店 マガキ

ASC-C-00782  中央魚類株式会社 タイセイヨウサケ、ブリ、バナメイエビ

ASC-C-00995  中央フーズ株式会社 蝦夷アワビ、ブリ

ASC-C-02793 中水 青森中央水産株式会社 ニジマス

ASC-C-00879  築地魚市場株式会社 タイセイヨウサケ、アサリ、マガキ

ASC-C-02154  築地森商株式会社 マガキ

ASC-C-01316  株式会社 辻野 バナメイエビ

ASC-C-02206  株式会社デイリーフーズ ブリ、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02227  テスティパルグループ タイセイヨウサケ、ギンザケ、パンガシウス（チャー）

ASC-C-01936  デルマール株式会社 タイセイヨウサケ、ムール貝（チリイガイ）、ギンザケ、ブリ、マガキ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02347  東海澱粉株式会社 タイセイヨウサケ、アサリ、パンガシウス（チャー）、ニジマス

ASC-C-00530  株式会社東京シーフーズ タイセイヨウサケ、ギンザケ、ニジマス

ASC-C-01859  東邦物産株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01813  東洋水産株式会社 タイセイヨウサケ、テンジククルマエビ、ギンザケ、ブラックタイガー、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01350  東洋冷蔵株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01736  株式会社トゥルーワールドジャパン 蝦夷アワビ

ASC-C-01789  株式会社トーホーフードサービス タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ブリ、パンガシウス（チャー）、ナイルティラピア、バナメイエビ

ASC-C-02134  トライ産業株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ニジマス

ASC-C-02057  株式会社中谷食品 パンガシウス（チャー）

ASC-C-02264  株式会社西川 ギンザケ、ベニザケ

ASC-C-02758 株式会社日洋 バナメイエビ

ASC-C-01632  株式会社ニチレイフレッシュ ブラックタイガー、マガキ、バナメイエビ

ASC-C-02556 日鉄物産株式会社 バナメイエビ

ASC-C-01759  日本水産株式会社 タイセイヨウサケ、シロザケ、ギンザケ、ブリ、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02732 日本航空株式会社
タイヘイヨウサケ、ムール貝（チリイガイ）、ギンザケ、蝦夷アワビ、ブリ、アサリ、パンガシウス（チャー）、パンガシウス（バ
サ）、ニジマス、ナイルティラピア、バナメイエビ

ASC-C-01863  日本生活協同組合連合会 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01817  株式会社ノースイ バナメイエビ

ASC-C-00607  パークハイアット東京 タイセイヨウサケ

ASC-C-02510 株式会社はな籠 ブラックタイガー、アサリ、パンガシウス（チャー）、バナメイエビ



ASC-C-01441  阪神低温株式会社 ムール貝（ヨーロッパイガイ）、アサリ、パンガシウス（チャー）、パンガシウス（バサ）、バナメイエビ

ASC-C-02161  阪和興業株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ニジマス

ASC-C-02604 秀⾧水産株式会社 タイヘイヨウサケ、ブリ

ASC-C-02731 富士通商株式会社 ブラックタイガー、バナメイエビ

ASC-C-01315  株式会社ベニレイ ギンザケ、パンガシウス（チャー）、バナメイエビ

ASC-C-01243  本田水産株式会社 マガキ

ASC-C-02540 松田産業株式会社 テンジククルマエビ、ブラックタイガー、ヨシエビ、パンガシウス（チャー）、バナメイエビ

ASC-C-02321  株式会社マリタイム

ASC-C-02624 株式会社マリンデリカ アサリ

ASC-C-02025  マリンフーズ株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-01291  マルアラ株式会社及川商店 マガキ

ASC-C-02235  株式会社マルイチ産商 ギンザケ、ブリ

ASC-C-01070  マルケー食品株式会社 パンガシウス（チャー）

ASC-C-01531  丸甲堺周水産株式会社 タイセイヨウサケ

ASC-C-00986  株式会社丸壽阿部商店 マガキ

ASC-C-00908  丸水札幌中央水産株式会社 タイセイヨウサケ、ブラックタイガー、パンガシウス（チャー）、ニジマス、ナイルティラピア、バナメイエビ

ASC-C-01880  丸千水産株式会社 ブラックタイガー、パンガシウス（チャー）、バナメイエビ

ASC-C-01314  株式会社マルダイ⾧沼 マガキ

ASC-C-02576 株式会社まるたか水産 マガキ

ASC-C-01532  株式会社丸徳水産 タイセイヨウサケ

ASC-C-02367  株式会社マルハチ村松

ASC-C-01271  マルハニチロ株式会社 タイセイヨウサケ、ブリ、アサリ、パンガシウス（チャー）、バナメイエビ、ヒラマサ

ASC-C-00716  丸紅株式会社 パンガシウス（チャー）、ナイルティラピア、バナメイエビ

ASC-C-00944  株式会社丸ほ保原商店 ムール貝（チリイガイ）、マガキ、バナメイエビ

ASC-C-01858  水野食品株式会社 ギンザケ

ASC-C-02173  三井食品株式会社 パンガシウス（バサ）、バナメイエビ

ASC-C-01136  三菱商事株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02346  三菱食品株式会社 タイセイヨウサケ、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02018  三菱食品株式会社 ブラックタイガー、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02411  株式会社ミリオンエンタプライズ

ASC-C-02608 メトロ キャッシュ アンド キャリー ジャパン パンガシウス（チャー）

ASC-C-02014  株式会社モウイジャパン タイセイヨウサケ

ASC-C-02065  桃浦かき生産者合同会社 マガキ

ASC-C-00922  株式会社山岸水産 タイセイヨウサケ、ブリ

ASC-C-02219  有限会社山田商店 マガキ

ASC-C-00336  山田水産株式会社 ギンザケ、パンガシウス（チャー）、バナメイエビ

ASC-C-02203  株式会社ヤマナカ マガキ

ASC-C-02164  横浜冷凍株式会社 タイセイヨウサケ、ギンザケ、ブラックタイガー、ブリ、パンガシウス（チャー）、ニジマス、バナメイエビ

ASC-C-02331  Leo International Trading Co., Ltd


