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イオン MSCエコラベル付き寿司、海鮮丼の販売を開始

2020年9月16日
イオンリテール株式会社が、「MSC・ASC認証 塩とレモンで
食べる握り寿司」と、「MSC・ASC認証 海老とサーモンの海
鮮丼」の販売を開始しました。

「MSC・ASC認証 塩とレモンで食べる握り寿司」には、MSC
認証のホッコクアカエビとアブラガレイが、 「MSC・ASC認証
海老とサーモンの海鮮丼」にはMSC認証のホッコクアカエビと
イクラが使用され、パッケージにはMSC「海のエコラベル」が
表示されています。

イオンは、「海の豊かな資源を未来へつなげる」という想いの
もと、 2006年からMSC「海のエコラベル」付きの製品を販売し
ています。今回の寿司、海鮮丼の他、刺身や切身、明太子や
ちくわなどの加工品からMSC認証水産物の具材を使ったおに
ぎりまで、様々な認証魚種を使ったMSCラベル付き製品を展
開しており、今後も取り扱いを拡大するとしています。

※本州・四国のイオンの店舗で販売されています。一部取り
扱いがない店舗があります。

「MSC・ASC認証

塩とレモンで食べる
握り寿司」

「MSC・ASC認証

海老とサーモンの海
鮮丼」



マルト水産のMSC蒸しカキが瀬戸内市ふるさと納税返礼品に登場

2020年10月
岡山県瀬戸内市のふるさと納税の返礼品に、MSC「海のエコラベル」付きの蒸しカキ「珠せいろ」が登場しました。

本製品には、昨年12月に垂下式のカキ漁としては世界で初めてMSCの漁業認証を取得した、株式会社マルト水産のカ
キが使用されています。

マルト水産と瀬戸内市は、市内のJR赤穂線邑久駅に看板を設置するなどし、同市での持続可能性への取り組みや、水
産資源と環境に配慮し適切に管理された、持続可能なカキ漁について積極的に紹介しています。

※蒸しカキ「珠せいろ」は、各種ふるさと納税サイトで取り扱われています。

MSC「海のエコラベル」付きの蒸しカキ「珠せいろ」 JR赤穂線邑久駅に設置されている看板



日本マクドナルド 15秒で「サステナビリティ」を理解する動画を公開

2020年10月9日
一般社団法人日本サステナブル・ラベル協会（以下JSL）と日本マクドナルド株式会社による、学生とともにサステナビリ
ティとサステナブル・ラベルについて考え、行動するオンラインワークショップ「JSL Youth Club with マクドナルド」が、8
月より計5回開催されました。

このワークショップでは、JSL、日本マクドナルド、学生の3者が、サステナブル・ラベルおよびマクドナルドのサステナビ
リティに関する取り組みをより多くの消費者に届けるためのアイデアを議論し、15秒にまとめた動画を計4本制作。完成
した動画の中の1本では、MSC「海のエコラベル」について説明されています。

日本マクドナルド株式会社 ニュース：
https://www.mcdonalds.co.jp/company/new
s/2020/1009a/

「JSL Youth Club with マクドナルド」の 動画は
以下よりご覧になれます。
マクドナルド公式チャンネル
https://youtu.be/-Pbm-zBhy5c
日本サステナブル・ラベル協会事務局チャンネル
https://youtu.be/URoXiJRfnN0

この動画は、10月9日（金）より

全国のマクドナルドの店舗や公
式SNSアカウントにて順次公開
されています。

https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2020/1009a/
https://youtu.be/-Pbm-zBhy5c
https://youtu.be/URoXiJRfnN0


きじま MSC認証水産物を使用したお弁当を展示会会場で販売

2020年10月15日～17日
東京都立産業貿易センターで、「第5回 Organic
Forum JAPAN～オーガニックライフスタイル
EXPO」が開催され、会場では株式会社きじまによ
る、MSC「海のエコラベル」付き「MSC認証銀だらの
有機味噌漬け焼きと和のおかず弁当」が販売され
ました。

「MSC認証銀だらの有機味噌漬け焼きと和のおか
ず弁当」 には、MSC認証のギンダラのほか、ASC
認証のブラックタイガー、自然栽培の米、平飼い有
機卵等も使用されました。

きじまは、和食料理店「きじま」でCoC認証を取得し、
MSC認証水産物を使用したメニューを提供している
ほか、「きじま公式オンラインショップ」でもMSC「海
のエコラベル」付き製品を販売しています。

MSC「海のエコラベル」付き
「MSC認証銀だらの有機味噌漬け焼きと和のおかず弁当」

きじま ウェブサイト： https://kijimagroup.co.jp/
きじま公式オンラインショップ ： https://kijima.thebase.in/

https://kijimagroup.co.jp/
https://kijima.thebase.in/


JR東日本フーズ 「回転寿司 羽田市場」がCoC認証取得

2020年10月19日
株式会社JR東日本フーズが、今年8月にJR東京駅
（改札内）地下1階「グランスタ東京」内にオープンし
た「回転寿司 羽田市場」にてCoC認証を取得し、
MSC認証タイセイヨウクロマグロを使用した寿司、
刺身の提供を開始しました。

このタイセイヨウクロマグロは、今年8月に世界で初
めてタイセイヨウクロマグロ漁業でMSC漁業認証を
取得した臼福本店によって漁獲されたものです。

MSC認証水産物を使用したメニューには、MSC
「海のエコラベル」が表示されています。

同社は、認証水産物を積極的に使用するとともに、
お客さまにその重要性を伝えることで、SDGsの達
成に貢献し、豊かな海の実現を目指すとしています。

グランスタ東京内
「回転寿司 羽田市場」
外観

株式会社JR東日本フーズ ニュースリリース：
https://www.jr-foods.co.jp/topics/archives/359

MSC認証のタイセイ

ヨウクロマグロを使
用した寿司

https://www.jr-foods.co.jp/topics/archives/359


ライフコーポレーション首都圏ライフ全店でMSCラベル付き製品販売

2020年10月26日
スーパーマーケットチェーン「ライフ」を展開する株式会社
ライフコーポレーションは、10月1日より、首都圏のライフ
全120店舗の鮮魚コーナーにて「MSC 無着色たらこ」と
「MSC 無着色明太子」の販売を開始しました。

MSC認証を取得した漁業で獲られたスケトウダラの卵に、
沖縄県の海水塩と並塩をブレンドしたこだわりの塩を使用
し、旨みを引き出す製法で仕上げています。

同社は食品を販売する企業として、今後もSDGsへの貢献
に取り組むとしています。

※ドラッグプラス品川御殿山店は、11月より販売予定です。

MSC「海のエコラベル」付き
「MSC 無着色たらこ」と「MSC 無着色明太子」

株式会社ライフコーポレーション ニュースリリース：
http://www.lifecorp.jp/vc-
files/pdf/newsrelease/others/20201026tarakomentaiko.pdf

http://www.lifecorp.jp/vc-files/pdf/newsrelease/others/20201026tarakomentaiko.pdf
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カナダのカラスガレイ漁業がMSC認証を取得

11

2020年10月2日
ケベック漁業協会（L'Association québécoise de l'industrie de la
pêche）を申請者とするセントローレンス湾のカラスガレイ漁業が
MSC認証を取得しました。漁法ははえ縄と刺し網で、年間の漁獲
量は2,986トンです（2015年）。

この認証の対象となるのは、申請者グループに含まれる漁船およ
び申請者グループに含まれている加工業者向けに水揚げする漁
船で漁獲されたカラスガレイです。水揚げはカナダのガスペ地域ま
たはケベック北岸の指定された港に限定されています。

審査は第三者審査機関であるLloyds Register （Acoura）社によっ

て行われ、資源状態、生態系への影響、管理システムにおいて、
この漁業が持続可能であることが確認されました。ただし、対象資
源をMSYレベルに近づけるための漁獲制御ルールの策定や、非

対象種と絶滅危惧種、保護種の記録や管理方法の改善が認証の
条件として付与されました。

カラスガレイ：Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

認証漁業の詳細や報告書は、漁業認証のウェブサイト（Track a Fishery）からご覧いただけます（英語）
AQIP Gulf of St Lawrence Greenland halibut fixed gear fishery 対象漁業の操業海域

画像提供：NOAA Fishery

https://fisheries.msc.org/en/fisheries/aqip-gulf-of-st-lawrence-greenland-halibut-fixed-gear-fishery/@@view


フランス地中海のクロマグロ漁業がMSC認証を取得

12

2020年10月23日
地中海で操業するフランスのタイセイヨウクロマグロ漁業がMSC認証

を取得しました。申請者は南フランスを拠点とする小規模漁業の協同
組合SATHOANです。クロマグロでの認証は株式会社臼福本店に続き
世界で2例目となります。漁法ははえ縄と手釣りで、この漁業によるタ
イセイヨウクロマグロの水揚げ量は、年間約200から300トンです。水

揚げされたクロマグロは主にフランス国内での消費向けに出荷され、
一部はスペインへ輸出されています。

審査は第三者機関であるControl Union UK Ltd.によって行われ、科
学に基づいたMSC漁業認証規格に即して、資源が健全な状態にあり、

環境への影響を最小限に抑え、適切な管理を行っている漁業であるこ
とが実証されました。ただし、海鳥等の混獲を管理するための方策を
講じるなど、認証にあたっていくつかの改善事項が条件として付与され
ました。

タイセイヨウクロマグロ：Atlantic Bluefin tuna (Thunnus thynnus)

対象漁業の操業海域

画像提供：NOAA Fishery

MSCプレスリリース：地中海のタイセイヨウクロマグロ漁業がMSC認証を取得

認証漁業の詳細や報告書は、漁業認証のウェブサイト（Track a Fishery）からご覧いただけます（英語）
SATHOAN French Mediterranean Bluefin tuna artisanal longline and handline fishery

https://www.msc.org/jp/media-centre/press-releases/201028
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/sathoan-french-mediterranean-bluefin-tuna-artisanal-longline-and-handline-fishery/
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2021年度海洋管理基金の助成の募集を開始

14

2020年10月12日
MSCは、2021年度の海洋管理基金（Ocean Stewardship
Fund）の助成への申請を募集しています。この基金は、漁
業者、科学者、NGO、大学院生等による持続可能な漁業に

関する取り組みを支援するために設立され、助成は今回で
2年目となります。

総額で100万英ポンドを助成する予定です。助成金はMSC
「海のエコラベル」の付いた製品の販売ロイヤリティによって
賄われています。

海洋管理基金の初めての助成となった2020年度には、海

中に廃棄された漁具への取り組みや、絶滅危惧種への影
響を最小限に抑える取り組み等、15のプロジェクトと漁業に
対して、総額65万英ポンドを助成しました。

2021年度の助成金申請について、詳細はこちらをご覧くだ
さい （英語）。

MSCプレスリリース：MSCが2021年度海洋管理基金の助成の募集を開始

2020年度海洋管理基金助成先
カナダ・ウィンザー大学とカラス
ガレイ漁業による、ニシオンデン
ザメを混獲から救うための研究

2020年度海洋管理
基金助成先
WWF南アフリカと垂
下式イガイ漁業によ
る、持続可能性を強
化するための開発

https://www.msc.org/jp/media-centre/press-releases/200528
http://www.msc.org/oceanstewardshipfund
https://www.msc.org/jp/media-centre/press-releases/201012


MSCの消費者認知度調査結果について国際ウェビナーを開催

15

2020年11月12日
MSCは2年に1度、世界規模の消費者調査を実施しており、今回は世界23カ国、2万人
を超える消費者を対象に行いました。

この度、アジア・太平洋地域の調査結果について、「食に対する消費者意識の高まり
～新型コロナウイルス感染症、気候変動、環境保護は消費者意識にどのような影響を
与えるか～」と題した国際ウェビナーを開催することとなりました。

調査を委託した独立調査分析機関のグローブスキャン（GlobeScan）、シンガポールお

よび東南アジア地域のハイアットホテル、オーストラリアの食品メーカー、シンプロット
（Simplot）、MSCオセアニアの担当者らが登壇いたします。ウェビナーは英語で行わ
れます（通訳はつきません）。

なお、日本でのMSC「海のエコラベル」の認知度を含む調査結果については、MSC日
本事務所より別途、11月上旬にプレスリリースを発表する予定です。

開催日時：2020年11月12日（木）日本時間13時から（60分）
お申込み：以下のリンクよりお申込みください
https://globescan.zoom.us/webinar/register/9816019258070/WN_3QX_gv9XSlWAiUSBs7R1nA

https://globescan.zoom.us/webinar/register/9816019258070/WN_3QX_gv9XSlWAiUSBs7R1nA
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●MSC漁業認証 取得漁業数

世界・・・442件（397件）／日本国内・・・7件（5件）

●MSC漁業認証 審査中漁業数

世界・・・70件（120件）／日本国内・・・5件 （2件）

●CoC認証 取得事業者数

世界・・・ 5,262件（4,881件）

日本国内・・・297件（259件）

●MSCエコラベル付き製品数

世界・・・ 45,000品目以上（40,000品目以上）

日本国内・・・944品目（829品目）
国内のCoC認証取得企業リストの入手をご希望の方は、
MSCJapan@msc.orgまでご連絡ください。

MSC認証取得状況（2020年11月2日時点）

※（ ）内は2019年10月31日時点の数字

mailto:MSCJapan@msc.org


このニュースレターに関する問い合わせ先
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ありがとうございました

MSC（海洋管理協議会）日本事務所

Tel: 03-5623-2845
Email: MSCJapan@msc.org

MSC日本事務所の情報はこちらもどうぞ

ウェブサイト： https://www.msc.org/jp
Twitter： https://twitter.com/MSC_Japan
Facebook： https://www.facebook.com/MSCJapan/
Instagram： https://www.instagram.com/mscjapan/
ブログ： http://msc-japan.blog.jp/

mailto:apan@msc.org
https://www.msc.org/jp
https://twitter.com/MSC_Japan
https://www.facebook.com/MSCJapan/
https://www.instagram.com/mscjapan/
http://msc-japan.blog.jp/
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