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Veramaris社 微細藻類として認証
アメリカ、ネブラスカ州に拠点を置く、Veramaris®は、飼料用の微細藻類の生産者としてASC-
MSC海藻（藻類）基準の認証を１月7日に取得しました。
べラマレス社は、水産飼料やペットフードなどで使用される微細藻類由来のオメガ3脂肪酸（EPA・
DHAなど）を環境と社会に配慮した持続可能な方法で生産し、ASC-MSC認証を取得した初の
アメリカの生産者となります。
今回認証を取得した陸上施設は、現在生産されているMSC認証原料由来のオメガ3脂肪酸の
世界供給量に対して推定45%追加する量を生産し、養殖サケの飼料に含まれるEPA・DHAの
世界的な必要量の約15%を満たすこととなり、水産飼料における持続可能な原料の更なる拡大
が期待されています。
ASCホームページの原文（英語）

https://www.asc-aqua.org/news/latest-news/veramaris-becomes-first-asc-msc-certified-microalgae-producer-for-feed/


抗生物質残留検査結果を共有する
サプライヤーモニタリングツール
ASCはサプライヤーモニタリングツール（以下ツール）と呼ばれるASC認証水産物に対しての抗生
物質残留検査の結果をデータベース上で管理する仕組みを運用しています。
このツールはASC製品の抗生物質残留の更なるリスク回避を目的としており、CoC認証を取得す
る企業が任意で参加できる制度です。参加いただく企業は、検査の結果を報告することや（結果
報告リンク）、このツールで定期的に集計される報告書を受け取ることでき、調達先企業の状況の
確認や新規取引先の選択に活用することができます。
データベースには抗生物質の検査結果とともにそのサンプルが何処で取られたものか（養殖場また
は第一次加工場）また検査を行った検査場の情報なども含まれています。
ツールの詳細や録画されたセミナーはこちらのWEBで公開しています。質問や参加に関心ある企業
の方のお問い合わせをお待ちしております。

https://www.asc-aqua.org/supplier-monitoring-tool-entry/
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/programme-assurance/supplier-monitoring-tool/
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/programme-assurance/supplier-monitoring-tool/


養殖×技術のスタートアップ・ウミトロン
持続可能な魚を未来へ繋ぐシーフードアクション「うみとさち」
協働できる量販店を募集中

ウミトロン株式会社は、豊かな海と美味しい魚を未来につなぐため、水産に関わるサプライチェーン
全体で協働して、より持続可能な水産業の実現を目指すシーフードアクション「うみとさち」を2020
年11月25日（水）より開始。
その第一弾としてのクラウドファンディングが即座に目標金額を達成し、大成功を収めました。次の
プロジェクトとして、量販店とコラボレーションし、売り場でより持続可能性に配慮した魚の販売を進
めます。取り組みにご賛同いただける量販店も募集中です。ASCもパートナーとして賛同しており、
すでにASC認証をお取り扱いの店舗や、そうでない店舗でもご興味のある方は、是非お問い合わ
せくださいませ。

■UMITRON サービス担当窓口
info@umitron.com
ご関心のある方はお気軽にご相談ください

ウミトロンHP 
https://umitron.com/ja/index.html

うみとさち」量販店での
実証販売プレスリリース

https://pr-ja.umitron.com/post/
640325160982970368/tokyu

http://info@umitron.com
https://umitron.com/ja/index.html
https://pr-ja.umitron.com/post/640325160982970368/tokyu
https://pr-ja.umitron.com/post/640325160982970368/tokyu


国内ASC養殖場認証取得数
2021年１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：2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 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)

（14） 2 弓ヶ浜水産株式会社 鳥取・新潟 銀鮭 Oncorhynchus kisutch 審査中(Coho salmon)

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

2021年1月1日現在



魚種別による認証生産量

2021年1月1日現在



ASC認証データ
• ASC養殖場認証取得者数
世界：1336 （前年 1134）
国内：68 （前年 63）

• ASC CoC認証取得者数
世界：2459（前年 2182）
国内：150 （前年 132）

• ASCラベル付き商品数
世界：28,402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
（150社）1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。

2021年1月1日現在

https://www.asc-aqua.org/wp-content/uploads/2021/01/202101-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、魚谷屋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


宮城漁師酒場 魚谷屋
「マルキンASC銀鮭 恵方巻 銀王巻き」

宮城県産の水産物を中心に扱う漁師直営酒場 魚谷屋が、2020年6月にASC認証を取得し
た株式会社マルキンの銀鮭を使用した恵方巻の販売を開始しました。予約期間は1月末まで、
魚谷屋店頭での受け取りとなります。今年はASC認証銀鮭の特製恵方巻で、良い節分を迎えて
みてはいかがでしょうか。

商品名： 銀王巻き
産地：宮城県女川産
内容量： 1本 or ハーフ
価格: 1本 ¥1,200. ハーフ ¥700（税抜）
予約期間 : 1月末まで
受け渡し日時:2月2日(火) 14時 – 19時
予約方法 : 電話orメールにて以下の情報をお知らせください。
1. お名前
2. お電話番号
3. 希望商品名
4. サイズと個数
5. 受け取り希望時間

※写真はハーフサイズです

【お問い合わせ】
宮城漁師酒場 魚谷屋
TEL： 03-6304-8455
メールアドレス：uotaniya@fishermanjapan.com
住所 : 中野区中野 2 丁目 12－９ノムラビル B１F

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
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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