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マルハニチロが新製品「MSC極味ちくわ」を販売
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2021年1月7日
チルド製品、冷凍食品や缶詰など様々なMSC
「海のエコラベル」付き製品を展開するマルハ
ニチロ株式会社が、新製品「MSC極味ちくわ」
の販売を中四国・九州エリアで開始しました。

MSC認証を取得した、持続可能な漁業で獲ら

れたスケソウダラを使用しており、しなやかな
食感が楽しめます。また、牛乳の4倍量のカル
シウムが配合されています（100ｇあたり）。

「MSC極味ちくわ」



日本生協連が「コープサステナブル」シリーズを本格展開
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2021年2月～

日本生活協同組合連合会（以下、日本生協連）が、環境
や社会に配慮した原料を使った製品を「コープサステナブ
ル」としてシリーズ化し、本格展開します。共通のロゴマー
クをパッケージに表示することで、サステナブルな商品を
選びやすくします。

「コープサステナブル」シリーズは、「海の資源を守る」「森
の資源を守る」「オーガニック」の3つのテーマに分かれま
す。MSC「海のエコラベル」付き製品は「海の資源を守る」
に該当し、「CO・OP 骨取り赤魚の煮付け（しょうゆ）」を始

めとする赤魚製品が、「コープサステナブル」シリーズ「海
の資源を守る」のロゴマークとMSC「海のエコラベル」を付
けてリニューアル販売されます。

日本生協連では、2018年6月に採択した「コープSDGs行
動宣言」に基づき、身近に取り入れやすいエシカル消費対
応商品の開発に注力していくとしています。

「コープサステナブル」シリーズ
「海の資源を守る」ロゴとMSC
「海のエコラベル」が付いたリ
ニューアル製品「CO・OP 骨取

り赤魚の煮付け（しょうゆ）」プレスリリース：https://jccu.coop/info/up_item/release_210121_01_09.pdf

「コープサステナブル」
共通ロゴマーク

https://jccu.coop/info/up_item/release_210121_01_09.pdf


6

2021年2月2日
MSC「海のエコラベル」が付いた「サスティ
ナブルな魚の海鮮巻（海の恵み）」が、イオ
ンリテール株式会社の店舗のうち、水産売
り場で寿司を販売している全国208店舗で、
節分の2月2日限定で販売されました。

MSC認証を取得した持続可能な漁業で獲
られたビンナガマグロを始め、ASC認証の
アトランティックサーモンやバナメイエビなど
が使用された製品です。

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ラ
ベル付き製品を販売しています。

塩鮭や塩たら、寿司、刺身や、明太子やちく
わなどの加工品、MSC認証水産物の具材
を使ったおにぎりなど、様々な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。

「サスティナブルな魚の海鮮巻
（海の恵み）」

イオンが「サスティナブルな魚の海鮮巻（海の恵み）」を節分に店頭販売

イオンが68店舗に設置している、MSC「海の

エコラベル」付き製品などを集めた「フィッシュ
バトン」コーナー（イオンスタイル板橋前野町）



イオンが恵方巻20種を予約販売 MSCエコラベル付き恵方巻も
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2021年1月31日～2月2日
イオンリテール株式会社は、感染症拡大の
影響により水産物の需要が低減する中、日
本各地の素材を楽しめる食材や、持続可能
性に配慮した食材を使った恵方巻など20種
類を、本州（東北を除く）・四国の「イオン」
「イオンスタイル」約350店舗およびWEBサ
イトにて、予約販売しました。

持続可能性に配慮した製品としては、MSC
認証のキハダマグロを使った「MSC認証 ま
ぐろたたき太巻」と、MSC認証の北海道産
ホタテの貝柱と甘えび、ASC認証のボイル
えびを使用した「MSC・ASC認証 海鮮太
巻」が販売されました。

これら予約販売の恵方巻は、節分にあわせ
た1月31日～2月2日の期間に受け渡し・配
達され、また、店頭でも販売されました。

「MSC認証 まぐろたたき太巻」

「MSC・ASC認証 海鮮太巻」

イオンリテール株式会社ニュースリリース：https://www.aeonretail.jp/pdf/201210R_2.pdf

https://www.aeonretail.jp/pdf/201210R_2.pdf


日本国内のMSC CoC認証取得事業者数が300社を超える

8

2021年1月25日
日本国内におけるMSC CoC認証を取得した事業者の数が、この度300社に達しました。

水産物の流通・加工の過程で、MSCの漁業認証を取得した漁業で獲られた認証水産物と、そうでない非認証水産物が
混ざることを防ぐとともに、製品のトレーサビリティを確保するためのしくみが、MSC CoC認証です。

水産資源に関する危機意識の高まりや、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みの増加等を背景に、
CoC認証を取得する事業者の数はここ数年で急速に増えており、2018年1月から2020年12月末までの3年間で160社
以上がCoC認証を取得しました。詳しくはプレスリリースをご覧ください。

MSCプレスリリース 「MSC認証水産物を扱うMSC CoC認証
取得事業者数が日本国内で300社を超えました」

（事業者数）

（年）

https://www.msc.org/jp/media-centre/press-releases/210125


漁業情報
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キリバスのビンナガ・キハダ・メバチはえ縄漁業がMSC認証取得
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2021年1月19日
キリバスのマグロはえ縄漁業がMSC漁業認証を取得しました。申請者は
Kiribati Fish Ltd (KFL)で、キリバスEEZ（排他的経済水域）及び周辺の公

海で操業するキハダマグロ、メバチマグロ、ビンナガマグロを対象としたは
え縄漁業となります。年間の漁獲量は約1,102トン（2017）で、水揚げされ
た一部はアメリカ・日本へ輸出されています。

この認証ではCoC認証が水揚げ後からではなく、漁船から必要となります。
申請者KFLの所有する漁船で漁獲され、KFLと契約した加工場で加工され

たマグロのみが認証のものとして流通されます。海域の詳細や漁船のリス
トは報告書に記載されています。

審査は第三者審査機関であるControl Union (UK) 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。認証に際して、将来的に中西部太平洋におけ
るキハダマグロ・メバチマグロや南太平洋のビンナガマグロの漁獲方策及
び漁獲調整ルールの策定への協力など、いくつかの条件が付与されました。

対象漁業の操業海域

認証漁業の詳細や報告書は漁業認証のウェブサイトからご覧いただけます（英語）
Kiribati albacore, bigeye and yellowfin tuna longline fishery

上 キハダマグロ：Pacific Yellowfin Tuna (Thunnus albacares)
下左 ビンナガマグロ：Albacore tuna (Thunnus alalunga)
下右 メバチマグロ：Pacific Bigeye Tuna (Thunnus obesus)

画像提供：
NOAA Fisheries

© OpenStreetMap contributors

https://fisheries.msc.org/en/fisheries/kiribati-albacore-bigeye-and-yellowfin-tuna-longline-fishery/


インドネシアのカツオ、キハダマグロ釣り漁業がMSC認証を取得
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2021年1月25日
インドネシアの複数の漁業者、加工会社、輸出業者から成るAsosiasi
Perikanan Pole & Line Dan Handline Indonesia (AP2HI) が申請した、
一本釣りと手釣りのカツオ、キハダマグロ漁業がMSC漁業認証を取得
しました。この認証はAP2HIに所属する漁船によって漁獲されたカツオ
とキハダマグロが対象となります。2019年の漁獲量は11,894トンでした。

この漁業認証では水揚げ後からCoC認証が必要となります。漁業認証
の申請者グループに含まれる加工業者もCoC認証を取得しています。

認証に含まれる漁船と対応する水揚げ港、申請者グループに含まれる
加工業者と輸出業者のリストは報告書に記載されています。

審査は第三者審査機関であるGlobal Trust Certification 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。認証に際して、対象資源が分
布する中西部太平洋全域での漁獲方策や漁獲制御ルールが策定され
ることなど、いくつかの条件が付与されました。

画像提供：
NOAA Fisheries

認証漁業の詳細や報告書は漁業認証のウェブサイトからご覧いただけます（英語）
Indonesia pole-and-line and handline, skipjack and yellowfin tuna of Western and Central Pacific archipelagic waters

左：キハダマグロ：Yellowfin tuna（Thunnus albacares）
右：カツオ：Skipjack tuna（Katsuwonus pelamis）

対象漁業の操業海域

© OpenStreetMap contributors

https://fisheries.msc.org/en/fisheries/indonesia-pole-and-line-and-handline-skipjack-and-yellowfin-tuna-of-western-and-central-pacific-archipelagic-waters/


広報活動
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過剰漁獲により失われたタンパク源は年間7,200万人分
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2021年1月27日
MSCは、持続可能ではない漁業がまだ多くあるために、世界で
は年間7,200万人分のタンパク源が失われていると発表しました。

最新の推計によれば、世界の漁業がより適切に管理されていた
場合、年間漁獲量は少なくとも1,600万トン多くなるとされていま
す。MSCは、この漁獲量が1人あたりの年間推奨タンパク質摂取
量の7,200万人分に相当すると算出しました。

世界人口の急激な増加などを背景に、水産物の消費量はこの
30年間で122%も増えています。国連食糧農業機関（FAO）の
『世界漁業・養殖業白書 2020年』によれば、水産資源の3分の1
以上が持続可能な水準を超えて漁獲されており、水産物の持続
可能な供給が急務となっています。

持続可能で適切に管理された漁業の一層の広まりが、問題の解
決に繋がります。

詳しくはプレスリリースをご覧ください。

MSCプレスリリース
「過剰漁獲により失われた栄養源は7,200万人分
世界の食糧供給の増加には、持続可能な漁業が不可欠です」

ⒸWolfgang Pölzer

https://www.msc.org/jp/media-centre/press-releases/210127
https://www.msc.org/jp/media-centre/press-releases/210127
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●MSC漁業認証 取得漁業数

世界・・・437件（397件）／日本国内・・・7件（6件）

●MSC漁業認証 審査中漁業数

世界・・・77件（96件）／日本国内・・・5件 （2件）

●CoC認証 取得事業者数

世界・・・ 5,315件（5,030件）

日本国内・・・303件（269件）

●MSCエコラベル付き製品数

世界・・・ 47,000品目以上（40,160品目以上）

日本国内・・・956品目（870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（2021年1月31日時点）

※（ ）内は2020年1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

一般社団法人 MSCジャパン

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

MSCジャパン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:MSCJapan@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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