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そごう横浜店 きじまオープン

横浜駅に直結する、そごう横浜店、地下二階＝総菜売り場に「きじま」が12月15日にオープンしま
した。日本料理のプロが作る味を、ご家庭や職場で身近にお楽しみいただけるようになりました。
サステナブル・シーフードを使った無添加の和食弁当弁当、和惣菜、調味料がお手軽に手に入れら
れるようになり、またASC認証の海老や銀鮭を使ったお弁当もご用意しています。
是非一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

店頭・FAXでのきじまのおせちも販売
しています。12月26日までの予約販
売。各店舗へお問い合わせください。
https://kijimagroup.co.jp/store

https://kijimagroup.co.jp/store


イオンリテールの恵方巻 ご予約承り中

イオンリテールでは、2021年の節分のための恵方巻のご予約を始めました。来年の節分は、2月2日
（火）で恵方は「南南東」です。
予約は1月28日(木)までとなっており、ネットでのご予約が楽になっています。

MSC・ASC認証 海鮮太巻も販売していま
す。

北海道産の歯ごたえのあるほたての貝柱や、
水揚げ後すぐに加工し凍結をすることで美味
しさをとじ込めたボイルえびなどを巻き上げま
した。

来年の恵方巻は、サステナブルシーフードを
選んでみてはいかがでしょうか。

詳細・ご予約方法（本州（東北を除く）・四国のイオンでご予約受付中）
https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/sp/chirashi/ehoumaki/index.html

https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/sp/chirashi/ehoumaki/index.html


シーフードレガシー 連続Web講座 限定公開
「水産編:サステナビリティの実践と企業ブランディング」

2020年8月よりスタートした、株式会社シーフードレガシーの連続Web講座が12月9
日(水)に全5回を終了しました。水産物を調達する企業を対象とし、持続可能な調達
の中でも水産物（サステナブル・シーフード）の調達の基本を理解し、実際に計画を
策定できるようになるまでを学ぶ講座で、多くの企業担当者が参加されました。12月
31日(木)15:00までこれまでの動画が限定公開されておりますので、この機会に是非
ご覧ください。

第1回「持続可能な水産物の調達を知る」：https://youtu.be/0xkUOPHxFPM
第2回「ツールを使って改善する」：https://youtu.be/XlaM7f8XVcY
第3回「中・長期的視点で実効性ある改善を推進する」：https://youtu.be/RRUnXIyeUdc
第4回「水産業界の新たな国際課題に対応する」：https://youtu.be/5GjLmPUnePw
第5回「調達改善の計画を立てる」：https://youtu.be/taZwfXF0clA

https://youtu.be/0xkUOPHxFPM
https://youtu.be/XlaM7f8XVcY
https://youtu.be/RRUnXIyeUdc
https://youtu.be/5GjLmPUnePw
https://youtu.be/taZwfXF0clA


国内ASC養殖場認証取得数
2020年１２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。
６８養殖場（１３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 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（取得順）

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

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

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

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 
取得(Pacific cupped oyster )

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

6 1 ユーグレナ 沖縄県 ユーグレナ
クロレラ

Euglena gracilis (Euglena)
取得Chlorella sorokiniana (Chlorella)

7 1 鹿児島県東町漁協 鹿児島県 ブリ Seriola quinqueradiata 取得(Japanese amberjack)

8 1 奄美養魚 （マルハニチロ） 鹿児島県 カンパチ Seriola dumerili 取得(Greater amberjack)

9 1 ジャパンサーモンファーム 青森県 ニジマス Oncorhynchus mykiss 取得(Rainbow trout)

10 1 遊佐試験場 （マルハニチロ） 山形県 サクラマス Oncorhynchus masou 取得(Masu salmon)

11 1 FRDジャパン 千葉県 ニジマス Oncorhynchus mykiss 取得(Rainbow trout)

12 1 マルキン 宮城県 銀鮭 Oncorhynchus kisutch 取得(Coho salmon)

13 1 ダイニチ 愛媛県 マダイ Pagrus major 取得(Red seabream)

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12月1日現在



魚種別による認証生産量

2020年12月1日現在



ASC認証データ
• ASC養殖場認証取得者数
世界：1297 （前年 1142）
国内：68 （前年 62）

• ASC CoC認証取得者数
世界：2442（前年 2163）
国内：149 （前年 134）

• ASCラベル付き商品数
世界：28,065商品
国内：328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
（149社）12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12月1日現在

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2020/12/202012-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、たみこの海パック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


たみこの海パック
「南三陸戸倉産 ASC認証戸倉っこかき」

2016年、日本初のASC認証を取得した宮城県南三陸町戸倉産の「戸倉っこかき」。生産量を
減らすという漁場改革で海の環境保全はもとより、栄養分が牡蠣一粒一粒にしっかりと行き渡るよ
うになりました。そのため、以前よりも身の生育が良くなり、臭みの少ない上品な旨味、甘味の濃い
牡蠣が育っています。環境配慮型養殖が育んだ牡蠣の美味しさを、鮮度抜群の産地直送でお届
けしています。

商品名： ASC認証戸倉っこかき
（生食・むき身300g×2本）
産地：宮城県南三陸町戸倉
内容量： 300g×2本
配送条件:宅配便（ヤマト運輸）
価格: 3482円（送料、税込み）
（たみこの海パックHP価格https://www.tamipack.jp/）

備考:
＊少量生産のため、ご注文の件数によっては発送までにお
時間をいただく場合があります。
＊海の状況によっては牡蠣の水揚げができない場合があり
ます。とれたての鮮度重視のため、お届け日の指定ができ
ません。(時間指定は可能)
＊パッケージのみ変わる場合があります。

【お問い合わせ】
たみこの海パック 阿部 民子
TEL： 0226-46-9661
メールアドレス：shop@tamipack.jp

商品PR

https://www.tamipack.jp/
mailto:shop@tamipack.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
記事を二次利用されたい方は、お問い合わせください

※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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