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FRDジャパン 完全閉鎖循環濾過システムで
ASC認証取得

株式会社FRDジャパンでは、2018年より千葉県木更津市において独自の完全閉鎖循環濾
過システムを使ったサーモントラウト養殖を開始し、2019年5月より出荷も行っています。
本年5月14日にはASCサケ基準認証も取得。埼玉県に所有するさいたま種苗生産プラントで
180-200gまで育成を行い、木更津プラントに輸送した種苗を使って3kgサイズの成魚生産を
行っています。



株式会社マルキン 日本初のギンザケASC認証取得

宮城県女川でギンザケの養殖加工業を行う(株)マルキンが、日本で初めてギンザケのASC認
証を2020年6月5日に取得しました。一般社団法人Fisherman Japan、Ocean
Outcomes日本支部（現：(株)シーフードレガシーと合併）と2017年に開始した日本初の
AIP(Aquaculture Improvement Project)を実施したのちに、取得に至りました。
販売に関しては、国内マーケットの販売はもちろん、海外市場も視野に入れているようです。

みなと新聞 : https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/102346
水産経済新聞 : 
https://www.suikei.co.jp/%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%88%9D%E3%80%81%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%81%8C%E9%A4%8A%E6
%AE%96%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%B1%E3%81%A7%EF%BD%81%EF%BD%93%EF%BD%83%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92/

https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/e-minato/articles/102346
https://www.suikei.co.jp/%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%88%9D%E3%80%81%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%81%8C%E9%A4%8A%E6%AE%96%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%B1%E3%81%A7%EF%BD%81%EF%BD%93%EF%BD%83%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%92/


ASC 第一回アンケート調査結果

先日、ASCのCoC認証を取得されている皆さまに対して、今後の運営の参考、更なるサービス
向上目的とし、アンケートを実施させていただきました。
ご多忙の折に、多数のご担当者様よりご回答をいただき誠にありがとうございました。
今回は、その回答結果の一部を皆さまへ共有させていただきます。

皆さまから頂いた貴重な意見をもとに、今後のイベ
ントやツール開発に活かしていきますので、引き続
きどうぞよろしくお願い致します。



ASC 第一回アンケート調査結果

アトランティックサーモン ３
ワカメ・コンブ ２
バナメイエビ ２

サバ ２
アジ ２

サーモン類 １
マグロ １

ギンザケ １
カキ １

ブラックタイガー １
ブリ １
タイ １

トリガイ １
スシネタ類 １

今後ASC認証として扱いたい魚種があれば教えてください
(既存のASC対象魚種、またはそれ以外の魚種でも可)



ASC 第一回アンケート調査結果



第2回ジャパン・サステナブルシーフード・アワード

2回目を迎える2020年のジャパン・サステナブルシー
フード・アワードはリーダーシップ部門（旧イニシアチブ部
門）とコラボレーション部門の２つの部門を設け、国内
でのサステナブル・シーフードに関する取り組みを広く募
集します。受賞者の発表は東京サステナブルシーフー
ド・シンポジウム2020にて行われます。

ASCもジャパン・サステナブルシーフード・アワード実行委員会として参加します。
自薦他薦は問いません。皆様のご応募をお待ちしております。
ご応募の詳細はこちら https://sustainableseafoodnow.com/2020/award/

• コラボレーション部門
複数の企業、組織、もしくは個人がノウハウを共有することで実現したプロジェクト（同業者間の協働も含む）
を表彰します。複数組織が協働することで業界により大きな影響を与える取り組みであることを重視します。
• リーダーシップ部門
単独、もしくは複数の企業、組織、個人による、画期的な取り組みで業界のパイオニア的存在となったプロジェク
トを表彰します。周囲が次に続くような取り組みであることを重視します。

https://sustainableseafoodnow.com/2020/award/


世界海洋デー [World Oceans Day]
６月８日は 世界海洋デー [World Oceans Day]です。
水産養殖業は、世界で最も急速に成長している食料生産セクターで
あり、国連(UN)は増加する人口に対して今後も食料と雇用を供給
する非常に重要な業界と位置づけています。
環境及び社会への負荷を減らした責任ある養殖業と、それらの持続
可能な水産物を消費することは世界の海を守ることに繋がります。
ASCロゴのついた養殖水産物がSDGsの達成にどのように貢献してい
るかご存知ですか？ 詳細はこちらから

【MSC（海洋管理協議会）のキャンペーンご紹介】
MSC日本事務所では、MSC「海のエコラベル」の認知向上を目指し、
“小さな「海のエコラベル」を選んで、大きな海を守ろう”キャンペーンを
開催しています（6月1日～8月31日まで）。
人気キャラクター「しかるねこ」のMSCオリジナル動画を見てキャンペー
ンに応募すると、合計1,126名にプレゼントが当たるというものです。
2018年にTwitterから生まれ、現在はSNSの枠を飛び越えて人気と
なった「しかるねこ」のグッズや、MSC「海のエコラベル」付きの製品が毎
月当たります。MSCの公式Twitterアカウントをフォローして、動画を
見たら、ツイートすることで申し込みができます。
詳しいキャンペーン応募方法はこちらから

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2020/06/UN-SDG-and-ASC-April-2019-JP.pdf
https://www.msc.org/jp/2020cp


国内ASC養殖場認証取得数
2020年6月10日現在、国内養殖場の認証取得状況をお知らせします。
６６養殖場（１１件） 審査中養殖場：１件 ★ウェブサイトからもご覧いただけるようになりました★
企業数

（取得順） 養殖場数 生産企業・漁協 所在地 魚種 ラテン名（英語名） 認証状態

1 5 宮城県志津川漁協戸倉 宮城県 牡蠣 Crassostrea gigas
(Pacific cupped oyster ) 取得

2 3 黒瀬水産 （日本水産） 宮崎県 ブリ Seriola quinqueradiata
(Japanese amberjack) 取得

3 1 グローバルオーシャンワーク 鹿児島県 ブリ Seriola quinqueradiata
(Japanese amberjack) 取得

4 50 宮城県石巻漁協 宮城県 牡蠣 Crassostrea gigas
(Pacific cupped oyster ) 取得

5 1 アクアファーム （マルハニチロ） 大分県 ブリ Seriola quinqueradiata
(Japanese amberjack) 取得

6 1 鹿児島県東町漁協 鹿児島県 ブリ Seriola quinqueradiata
(Japanese amberjack) 取得

7 1 奄美養魚 （マルハニチロ） 鹿児島県 カンパチ Seriola dumerili
(Greater amberjack) 取得

8 1 ジャパンサーモンファーム 青森県 ニジマス Oncorhynchus mykiss 
(Rainbow trout) 取得

9 1 遊佐試験場 （マルハニチロ） 山形県 サクラマス Oncorhynchus masou
(Masu salmon) 取得

10 1 FRDジャパン 埼玉県 ニジマス Oncorhynchus mykiss 
(Rainbow trout) 取得

11 1 マルキン 宮城県 銀鮭 Oncorhynchus kisutch
(Coho salmon) 取得

(12) 1 ダイニチ 愛媛県 マダイ Pagrus major 
(Red seabream) 審査中

https://www.asc-aqua.org/ja/asc-certification-search/find-a-farm/


認証済および審査中の養殖場

2020年6月1日現在



魚種別による認証生産量

2020年6月1日現在



ASC認証データ
• ASC養殖場認証取得者数
世界：1314 （前年 992）
国内：65 （前年 60）

• ASC CoC認証取得者数
世界：2341（前年 1947）
国内：138 （前年 117）

• ASCラベル付き商品数
世界：24,161商品
国内：287商品

CoCリスト

こちらより
ダウンロードできます

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
日本語のCoCリストを作成しましたので、ご
興味のある方はダウンロードしてください。

2020年6月1日現在

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2020/06/202006-CoC-Species.pdf


ASC認証の商品PR コーナー開始

毎月のニュースレターに、商品PRのコーナーができました。CoC認証を取得している企業や認証水
産物に興味のある企業の担当者全員へ送っているので、主要マーケットへダイレクトに宣伝するこ
とができます。
商品は、先着順にて掲載させていただきます。この機会に是非ご利用くださいませ!
今回は、株式会社マルキンと株式会社亀和商店の商品をご紹介します。

【お申し込み方法】
ご希望の方は以下のファイルに必要情報を記入し商品画像と共にお送りください。
https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2020/06/ASC-Product-PR-Sheet.xlsx
担当: 松井(daisuke.matsui@asc-aqua.org)

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2020/06/ASC-Product-PR-Sheet.xlsx
mailto:daisuke.matsui@asc-aqua.org


株式会社マルキン
「 ASC認証銀鮭」

銀色に輝くその姿から名付けられた銀鮭。旨味をたっぷりと含んだ上品な脂のり、艶のある身質、
しっかりとした味わい、すべてを備えた「銀王」は、約40年間積み上げたノウハウと、環境に真剣に
配慮した先進的取り組みの中で生まれました。

商品名: ASC認証銀鮭
産地 : 宮城県
※詳細の取引条件につきましては、
ご相談致しますので、
まずはご連絡ください。

【お問い合わせ】
株式会社マルキン 常務取締役 鈴木 真悟 TEL: 0225-50-2688 商品PR



株式会社亀和商店
「有頭ブラックタイガー 」

ASC認証基準により、抗生物質・合成抗菌剤不使用で養殖されたバナメイ海老の生原料
を使用。加工時にも、添加物・保水剤一切不使用で製造された、ワンフローズン・完全無
添加のむき海老です。

商品名: ASC認証有頭ブラックタイガー 26/30
（kg)
産地 : ベトナム
内容量 : 2.0kg
最低ロット : 2.0kg~
配送 : 東京23区内は自社便可
価格 : 蔵前価格 2,350円/kg(税別)

【お問い合わせ】
株式会社亀和商店 代表取締役社長 和田一彦 TEL: 090 3091 7261
※詳細の取引条件につきましては、ご相談致しますのでご連絡ください。

商品PR



株式会社亀和商店
「ブラックタイガー尾付むきエビ 」

マングローブ林で粗放養殖・無給餌でなおかつ、ASC認証基準により、抗生物質・合成抗
菌剤不使用で養殖されたブラックタイガー海老の生原料を使用。加工時にも、添加物・保
水剤一切不使用で製造された、ワンフローズン・完全無添加の尾付むき海老です。

商品名: ASC認証ブラックタイガー尾付むきエビ
8/12, 16/20, 26/30
産地 : ベトナム
内容量 : 1.0kg
最低ロット : 1.0kg~
配送 : 東京23区内は自社便可
価格 : 蔵前価格(税別) 8/12 4,450円/kg

16/20 3,350円/kg, 26/30 2,800円/kg

【お問い合わせ】
株式会社亀和商店 代表取締役社長 和田一彦 TEL: 090 3091 7261
※詳細の取引条件につきましては、ご相談致しますのでご連絡ください。

商品PR



株式会社亀和商店
「ブラックタイガーむきエビ21/25 」

マングローブ林で粗放養殖・無給餌でなおかつ、ASC認証基準により、抗生物質・合成抗
菌剤不使用で養殖されたブラックタイガー海老の生原料を使用。加工時にも、添加物・保
水剤一切不使用で製造された、ワンフローズン・完全無添加の尾付むき海老です。

商品名: ASC認証ブラックタイガーむきエビ21/25
産地 : ベトナム
内容量 : 1.0kg
最低ロット : 1.0kg~
配送 : 東京23区内は自社便可
価格 : 蔵前価格(税別) 21/25 2,800円/kg

【お問い合わせ】
株式会社亀和商店 代表取締役社長 和田一彦 TEL: 090 3091 7261
※詳細の取引条件につきましては、ご相談致しますのでご連絡ください。

商品PR



株式会社亀和商店
「無添加バナメイむきエビ」

ASC認証基準により、抗生物質・合成抗菌剤不使用で養殖されたバナメイ海老の生原料
を使用。加工時にも、添加物・保水剤一切不使用で製造された、ワンフローズン・完全無
添加のむき海老です。

商品名: ASC認証無添加バナメイ むきエビ IQF 
26/30 31/40 51/60
産地 : ベトナム
内容量 : 1.0kg
最低ロット : 1.0kg~
配送 : 東京23区内は自社便可
価格 : 蔵前価格(税別) 26/30 2,250円/kg

31/40 1,850円/kg, 51/60 1,850円/kg

【お問い合わせ】
株式会社亀和商店 代表取締役社長 和田一彦 TEL: 090 3091 7261
※詳細の取引条件につきましては、ご相談致しますのでご連絡ください。

商品PR



株式会社亀和商店
「バナメイむきエビ無保水」

ASC認証基準により、抗生物質・合成抗菌剤不使用で養殖されたバナメイ海老の生原料
を使用。加工時にも、保水剤不使用で製造された、ワンフローズンのむき海老です。

商品名: ASC認証バナメイ むきエビ IQF 16/20 
26/30 31/40
産地 : ベトナム
内容量 : 1.0kg
最低ロット : 1.0kg~
配送 : 東京23区内は自社便可
価格 : 蔵前価格(税別) 16/20 2,000円/kg 

26/30 1,600円/kg, 31/40 1,450円/kg

【お問い合わせ】
株式会社亀和商店 代表取締役社長 和田一彦 TEL: 090 3091 7261
※詳細の取引条件につきましては、ご相談致しますのでご連絡ください。

商品PR



株式会社亀和商店
「バナメイ伸ばしエビ」

ASC認証基準により、抗生物質・合成抗菌剤不使用で養殖されたバナメイ海老の生原料
を使用。加工時にも、添加物・保水剤一切不使用で製造された、ワンフローズン・完全無
添加の伸ばし海老です。

商品名: ASC認証バナメイ伸ばしエビ
産地 : ベトナム
内容量 : 20本入り 300g
最低ロット : 300g~
配送 : 東京23区内は自社便可
価格 : 蔵前価格(税別) 740円/パック

【お問い合わせ】
株式会社亀和商店 代表取締役社長 和田一彦 TEL: 090 3091 7261
※詳細の取引条件につきましては、ご相談致しますのでご連絡ください。

商品PR



株式会社亀和商店
「パンガシウスフィレー」

ASC認証基準により、抗生物質・合成抗菌剤不使用で養殖されたパンガシウスを水揚げ
後工場で活けじめ。加工時にも、添加物・保水剤一切不使用で製造された、ワンフローズ
ン・完全無添加のフィレーです。

商品名: ASC認証パンガシウスフィレー
産地 : ベトナム
内容量 : 150/250g 1.0kg
最低ロット : 1.0kg〜
配送 : 東京23区内は自社便可
価格 : 蔵前価格(税別) 850円/kg

【お問い合わせ】
株式会社亀和商店 代表取締役社長 和田一彦 TEL: 090 3091 7261
※詳細の取引条件につきましては、ご相談致しますのでご連絡ください。

商品PR



ASC（水産養殖管理協議会）ジャパン
www.asc-aqua.org/ja/

このニュースレターに関する問い合わせ先
担当：川田 直美

Email: naomi.kawata@asc-aqua.org

※配信停止をご希望の方は、送信元へ「配信停止」とご連絡ください。

http://www.asc-aqua.org/ja/
mailto:naomi.kawata@asc-aqua.org
mailto:naomi.kawata@asc-aqua.corg?subject=Unsuscribe
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