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（株）ダイニチと（株）内海水産が
マダイとして世界初のASC認証を取得

（株）ダイニチとダイニチ関連養殖会社の（株）内海水産が愛媛県宇和島市で生産
するマダイが、2020年６月２９日、世界初となるASC認証を取得しました。
ダイニチ玉留一代表取締役社長は『今後は当社の水産加工場である海南シーフードセ
ンター（和歌山県海南市）でASCの加工流通認証（CoC）を取得し国内外の販売
先と共に少しでもSDGｓ活動を進めていくよう努力していきたい』と述べています。

リリースの本文とダイニチ・内海水産の連絡先はこちらのリンクからご覧いただけます。

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2020/07/Dainichi.pdf


韓国でASC認証授与式と
持続可能な水産物市場拡大ワークショップの開催

世界自然保護基金（WWF）は、7月8日、ソウルグラ
ンドインターコンチネンタルホテルで「ASC認証 授与式と持
続可能な水産物市場拡大のためのワークショップ」を開催
し、国内外の持続可能な水産物市場の拡大方案を議
論しました。今回のイベントでは、莞島郡(ワンド)の蝦夷
アワビ養殖場で、追加で14カ所のASC認証を取得したこ
とを祝しました。加えて、各界の関係者が集まり、ASC認
証水産物市場拡大のためのワークショップが行われました。
対象のASC認証蝦夷アワビは、日本では総合食品商社
である株式会社True World Japanを通して、イオング
ループの一部店舗にて販売されています。今回の祝賀会
の為に、イオンリテール株式会社 商品企画本部 水産商
品部 松本金蔵部長が生産者に向けたお祝いのメッセー
ジを送っておりますので、以下のリンクより是非ご覧ください
ませ。

動画リンク : https://youtu.be/38gmWiOqhpk

WWFリンク : 
https://www.wwfkorea.or.kr/?237130/-ASC-------#

https://youtu.be/38gmWiOqhpk
https://www.wwfkorea.or.kr/?237130/-ASC-------


きじまの味をオンラインショップと新店舗で
神奈川県内で和食料理店を展開する株式会社きじまは、日
本料理の職人が手作りした、添加物不使用の和総菜を販売す
る「きじま公式オンラインショップ」を、2020年7月13日（月）に
オープンしました。 https://kijima.thebase.in/
添加物不使用・サステナブルシーフードを使用した和惣菜が全
国で購入可能になり、すべて神奈川県横浜市戸塚の「きじま
戸塚本陣」にて、店舗で提供する会席料理と同じ、日本料理
の職人が一品ずつ手作りしています。
ASC認証を使用した商品の紹介は「商品PR」ページで詳しく！

また、神奈川県内に展開するきじまは、6月25日に
新店舗「みなとみらい店」をオープンしました。
電話番号:045-264-8006
住所：横浜市中区北仲道5丁目57-2

北仲ブリック＆ホワイト２F
営業時間:11：00～22：00
（ランチL.O 14：30）（ディナーL.O 21：00)

https://kijima.thebase.in/


楽天EARTH MALLにてASC認証パンガシウスの紹介

楽天EARTH MALL内のメディア「未来を変える読み物」の中で、ASC認証のパンガシウスが紹介されま
した。
7月21日の土曜の丑の日に合わせて、楽天EARTH MALLで実際に買えるパンガシウスの蒲焼きを実際
に調理し、レビューしています。

詳しくは、以下のリンクよりご覧ください。

https://event.rakuten.co.jp/earthmall/magazine/article/2020/0717/

https://event.rakuten.co.jp/earthmall/magazine/article/2020/0717/


非消費者向け水産物に関する制度が更新
ASC認証商品が消費者に届くまでのサプライチェーンは様々な形態があります。国内の認証養殖場は１２件
（６７養殖場）と増加していますが、取扱重量を見ると国外で養殖された認証水産物を現地で加工し、非
消費者向け水産物（原料・業務用）として国内に輸入する商流が多くあります。
2018年から段階的に導入が始まった制度に、“ライセンス契約の付録3（Annex３）”があります。リスク評価
により指定された地域（現在は東南アジア、南アジア、アフリカ、中南米、地中海沿岸）のエビ、サーモンまたは
シーバス・タイ・オオニベの魚種を扱う加工場や輸出企業が対象の制度で、付録３を含むライセンス契約を締結
し、非消費者向け製品を認証水産物として販売する場合、ASCラベルを添付し、その販売重量をASCに報告
することが義務化されました。
（英語説明文のリンク：https://www.asc-aqua.org/what-we-do/programme-
assurance/logo-licence-agreement-with-annex-3/ ）
Q１）ラベル付けはどのように役立つか？
対象者が付録3付きのライセンス契約を締結することで、非消費者向け水産物（原料・業務用）へのASCラ
ベルの貼付とその売上の報告が義務化されました。これにより、加工場からの非消費者向けの認証水産物の
データ管理の強化と厳格なトレイサビリティーを担保することができます。ちなみにロイヤリティ ―に関する制度は
以前と変わらず、サプライチェーンで一度のみ消費者向け製品にラベル添付業務を行う企業が対象となります。
Q２）すでに国内外の在庫としてラベルのついていない非消費者向け水産物がある場合何か対応が必要か？
在庫にある非消費者向け水産物への対応は必要ありません。ただし日頃からサプライヤーの認証ステータスやラ
イセンス停止企業リストなどもご確認いただき、今後“付録３”の対象地域から対象魚種の非消費者向け製品
を購入する場合、ラベルが添付したものを依頼するようにしてください。
その他ご質問等ありましたら、お問い合わせお待ちしております。

https://www.asc-aqua.org/what-we-do/programme-assurance/logo-licence-agreement-with-annex-3/
https://www.asc-aqua.org/ja/asc-certification-search/supplier/
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/programme-assurance/suspended-certificates-and-logo-licensees/


辻調グループでASC認証について講義を開講

7月15日に辻調グループの「エコール辻 東京」で、ASC認証やサステナブルシーフードの広がりについて
講義をしました。辻調グループは、授業のカリキュラムにいち早くSDGsを組み込み、未来の料理人が
持続可能性を身をもって学べる環境を整えています。

講義の後半には、スパイスの風味が効いたASC認証パンガシウスのベニエをオランデーズ・ソースで食べ
て、生徒達からとても美味しいという声が多くありました。

また、講義が終了した際には「養殖魚に対してのイメージが変わった」「持続可能性という概念を料理
人として体現したい」など。とても前向きな感想を持った生徒が多くいました。



2020年 世界漁業・養殖業白書 SOFIA

52％：これは、2018年に養殖によって生産された食用魚のシェアです。養殖は2016年以降、
世界で食べられている魚の大部分を供給し、成長を続けています。 1950年に養殖が世界的に食
べられている魚のわずか4％しか供給がなかったのです。 他の食品セクターでは、これほど急速に成
長していません。

2,050万：これは、世界中で養殖に直接雇用されている人数で、女性はその労働力の約
19％を占めています。 この数値は、養殖の一次産業だけであり、加工、パッケージング、マーケティ
ングなど、サプライチェーンの雇用数は含まれていません。

1億900万：養殖の生産は、2018年から2030年の間に32％成長すると予測されてい
ます。これはSOFIA 2018年の予測より26万トン多く、2030年に生産量が1億900万トンに達す
る予定です。

国連食糧農業機関（FAO）は6月に、2020年 世界
漁業・養殖業白書 (The State of World Fisheries
and Aquaculture: SOFIA) を公表しました。
SOFIAのレポートは1994年から2年ごとに発行されてい
ます。漁業と水産養殖に関するデータは、社会的および
環境的責任を高め、影響を測定し、改善すべき重要な
分野を特定するために働く人々にとって不可欠です。



国内ASC養殖場認証取得数
2020年7月1日現在、国内養殖場の認証取得状況をお知らせします。
６７養殖場（１２件） 審査中養殖場：０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 宮城県漁業協同組合 石巻地区支所・
石巻湾支所・石巻市東部支所 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 千葉県 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) 取得

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7月1日現在



魚種別による認証生産量

2020年7月1日現在



ASC認証データ
• ASC養殖場認証取得者数
世界：1338 （前年 1036）
国内：67 （前年 62）

• ASC CoC認証取得者数
世界：2349（前年 1998）
国内：141 （前年 116）

• ASCラベル付き商品数
世界：24,942商品
国内：296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
（141社）7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7月1日現在

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2020/07/202007-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、株式会社きじま、株式会社CRAZY KITCHEN、株式会社寿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


株式会社きじま
「海老と昆布の炊き込みご飯」

きじまの公式オンラインショップで購入できる、ASC認証を取得したブラックタイガーを使用した「海
老と昆布の炊き込みご飯」です。
海老の香りと旨味がたっぷりの海老だしで炊いたご飯に、プリプリの海老と昆布の佃煮がよく絡みま
す。お好みで胡麻などを添えても美味しくお召し上がりいただけます。

原材料名：海老（ベトナム）（えびを
含む）昆布、しょうゆ（小麦、大豆を
含む）、粗糖、純米酒、塩、本みりん、
ごま油
内容量：出汁 540グラム・具材 300
グラム
賞味期限：3ヶ月
●添加物は一切使用しておりません。

【お問い合わせ・販売サイト】
株式会社きじま https://kijima.thebase.in/items/28023929 商品PR

https://kijima.thebase.in/items/28023929


株式会社きじま
「国産銀鮭五目炊き込みご飯」

きじまの公式オンラインショップで購入できる、ASC認証を取得した宮城県産の銀鮭を使用した
「国産銀鮭五目炊き込みご飯」です。

宮城県産の銀鮭と有機/自然栽培野菜をたっぷり使い、具だくさんでなじみ深い定番の味の炊き
込みご飯に仕立てました。

原材料名：銀鮭（国産）、人参、ごぼ
う、青えんどう、こんにゃく、しょう
ゆ（小麦、大豆を含む）、椎茸、本み
りん、純米酒、塩、昆布、鰹節
内容量：五目出汁 840g・銀鮭 160g
賞味期限：3ヶ月
●添加物は一切使用しておりません。

【お問い合わせ・販売サイト】
株式会社きじま https://kijima.thebase.in/items/28024349 商品PR

https://kijima.thebase.in/items/28024349


「CRAZY KITCHEN」
サステナブルシーフードを使用したケータリング

ケータリング事業を展開する「CRAZY KITCHEN」が、CoC認証を取得しASC認証を
取得したサーモンやアサリを使用した、サステナブルなケータリングサービスを開始しました。
お客様の趣旨に合わせたオーダーメイドなプランも用意しているので、ご興味のある方は
お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】
株式会社CRAZY KITCHEN TEL: 03 6426 6280
お問い合わせはこちらから https://crazykitchen.jp/contact/ 商品PR

https://crazykitchen.jp/contact/


「寿商店 下の一色 / SEATTLE FISH MARKET」
サステナブルシーフードを使用した魚屋直営 お食事処

昭和55年創業の魚屋「寿商店」が手がける飲食店にて、ASC認証のエビ、アサリ、パ
ンガシウスを使用したメニューが提供されています。
計11店舗を運営されている中の一部店舗でASC認証水産物が提供されており、各
店舗ごとにコンセプトが違い、こだわりの料理を食べることができます。

【お問い合わせ】
株式会社寿商店 本社TEL: 052 259 2766
店舗情報などはこちらから http://www.s-kotobuki.co.jp/ 商品PR

http://www.s-kotobuki.co.jp/


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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