
September 2020
ASCニュースレター



Sincère BLUE 原宿にオープン！

9月11日、サステナブルシーフードを使った料理を中心としたビュッフェスタイルのレストラン「Sincère

BLUE シンシアブルー」がJR原宿駅付近の商業施設、JINGUMAE COMICHIにオープンしました。こ
こではMSC/ASC認証の料理が提供されています。ビュッフェスタイルの魅力はそのままに、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため、テーブルで１０種類以上の前菜を楽しんだのちに、お好きな前菜の
再オーダーが可能だそうです。お料理の取り分けも「マイトング」を使用するという徹底ぶり！その後メ
インの一皿とデザートが楽しめます。 詳しくはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000064142.html#ASC


回転寿司店として国内初

株式会社JR東日本フーズは、エキナカ商業施設「グランスタ東京」にある「回転寿司 羽田市
場」にて、ASC認証の水産物の提供がスタートしています。店内では、ASC認証を取得した株
式会社マルキンの銀鮭を食べることができます。

HP: https://www.jr-foods.co.jp/brand/kaitenzusihanedaichiba

https://www.jr-foods.co.jp/brand/kaitenzusihanedaichiba


株式会社ゼットン 葛西臨海公園内
PARKLIFE CAFE & RESTAURANT 

7月30日にハワイアン・カフェ&ダイニング「アロハテーブル」をはじめ、国内30店舗においてCoC認
証を取得した株式会社ゼットン。この度、そのスタートにもなった葛西臨海公園内の「PARKLIFE
CAFE & RESTAURANT」へ実際に行ってまいりました。人気のガーリック・シュリンプや期間限定
メニューにもASC認証水産物が使われており、家族全員が一緒にサステナブルシーフードを楽しめ
る素晴らしいレストランでした。今回、期間限定メニューの「冷製 海老とトマトのフォー」を注文しま
したが、レシピにも工夫が感じられ、とても美味しかったです。

【店舗詳細】
PARKLIFE CAFE & RESTAURANT
http://www.parklifecafe.jp/

http://www.parklifecafe.jp/


非消費者向け水産物に関する制度が更新（その2)

非消費者向け水産物（原料・業務用）としてベトナムやチリなどの対象国から国内に輸入される
エビやサーモンなどの魚種はロゴの添付が求められます。
２０２０年の７月のニュースレターで紹介した、新しい制度（ライセンス契約及び付録3）につい
て紹介した後、国内の企業の方からいくつか質問をいただきました。
これらをよくある質問（FAQ）としてまとめましたので、非消費者向け水産物を取り扱われる企業の
方は是非ご覧ください。

リンク： Annex 3 非消費者向け製品へのロゴ利用について

＊対象国：ベトナム、インド、バングラデッシュ、中国、インドネシア、タイ、フィ
リピン、シンガポール、マレーシア、台湾、トルコ、ギリシャ、キプロス、クロアチ
ア、アルベニア、チリ、エクアドル、タンザニア

＊対象魚種：エビ、サーモンまたはシーバス・タイ・オオニベ

https://www.asc-aqua.org/ja/asc-logo/annex-3-faq/


ASCジャパン 公式SNSアカウントを開設

ASCジャパンの公式SNSアカウントが8月より運用開始となりました！

幅広い層の消費者に対するASC認証の認知拡大を目指し、また、パートナー企業の皆様にも有益な
コンテンツを随時配信していきますので、Facebook、Instagram、Twitterともに「フォロー」と「いい
ね」をどうぞよろしくお願いいたします。

下記のロゴをクリックしていただければ、アカウントにリンクします。

https://www.facebook.com/ascaquajapan/
https://www.instagram.com/ascjapan/
https://twitter.com/ASC_jpn


国内ASC養殖場認証取得数
2020年8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9月1日現在



魚種別による認証生産量

2020年9月1日現在



ASC認証データ
• ASC養殖場認証取得者数
世界：1386 （前年 1082）
国内：67 （前年 62）

• ASC CoC認証取得者数
世界：2397（前年 2012）
国内：144 （前年 119）

• ASCラベル付き商品数
データベースのプラットフォーム移行に伴うテクニカルトラ
ブルのため表示できず、ご迷惑をお掛けしております。

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9月1日現在

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-CoC-Species.pdf


ASC認証の商品/メニューPR コーナー開始

毎月のニュースレターに、商品/メニュー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、株式会社ショクリュー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


株式会社ショクリュー
「ベトナム産 ASCバナメイ尾付ムキエビ」

株式会社ショクリューは、ASCバナメイ尾付ムキエビ(フルマーク)の販売を開始しました。「フルサイ
ズのラインナップでフルサポート」をキャッチコピーに２０年以上にわたり販売を続けてきた尾付ムキ
エビ（フルマーク）に、ＡＳＣ認証バナメイが新たに加わりました。今回のラインナップは４サイズを
用意していますが、要望があれば他のサイズやブラックタイガーでも生産は可能との事です。

商品名：ASCバナメイ尾付ムキエビ
(フルマーク)
産地：ベトナム
内容量：5パック×6入
規格:8L（15尾）20～23cm、15.5～16.5ｇ

7L（15尾）18～20cm、15.5～16.5ｇ
6L（20尾）16.5～18cm、14.5～15.5ｇ
5L（20尾）15～16.5cm、14.5～15.5ｇ

配送条件:下記連絡先までお問い合わせください
価格:下記連絡先までお問い合わせください

【お問い合わせ】
株式会社ショクリュー 東日本支社商品１部海老1課課長 花田 浩太郎
TEL：03-5560-1676 FAX：03-5560-3272
メールアドレス：k-hanada@shokuryu.co.jp

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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