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Ⅰ鮮魚店頭説明・販売会 （同一店舗 4 回のキャンペーン）
１． 活動に関する基本情報 ・活動場所と日程（販売品はすべて AEL 認証）
AEL 認証魚を試食提供しつつ説明・販売（愛南町フェア関連）
（１）2019 年 5 月 18 日（土）10：00～17：00 日本橋三越本店（吉川水産）
養殖マダイ（刺身、サク、薄造、寿司）、養殖シマアジ（刺身、サク）、養殖クエ（刺身、サク、
鍋物用、身アラ）、柑橘のドレッシング。（試食はマダイ）
（２）2019 年 5 月 19 日(日) 10：00～17：00 日本橋三越本店（吉川水産）
養殖のマダイ（刺身、サク、薄造、寿司、兜蒸し）、養殖シマアジ（サク）、養殖クエ（サク）、
柑橘ドレッシング。（試食はマダイ）
（３）2019 年 5 月 25 日（土） 10：00～17：00 日本橋三越本店（吉川水産
養殖スマ（刺身、サク）、 養殖マグロ（サク） 、養殖マダイ（刺身、サク、薄造、寿司、兜蒸）、
養殖シマアジ（刺身、サク）、養殖クエ（薄造、鍋物用）、柑橘ドレッシング。（試食はマダイ、スマ）
（４）2019 年 6 月 1 日（土） 10：00～17：00 日本橋三越本店（吉川水産）
養殖マグロ（サク） 、養殖マダイ（刺身、サク、薄造）、養殖シマアジ（刺身、サク）、養殖クエ
（サク、薄造、鍋物用）、柑橘のドレッシング。（試食はマダイ）

２．活動内容
鮮魚売場の店頭で客に AEL 認証魚の試食提供等をし、水産エコラベルについて紹介するキャン
ペーン。「愛南町フェア―」として実施。担当は２人１組。
ポスター、卓上のぼり、水産エコラベル認証魚のマップ（AEL、MEL)などを掲示し、愛南漁協の三つ
折りパンフレットを配布した。

▲説明

▲愛南漁協のマグロ
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Ⅱカフェレストランでの説明会（グランイート銀座での紹介活動）
１．活動に関する基本情報
（1）場所、日時
・グランイート銀座 （東京都中央区銀座 2 丁目 2 番地先 銀座インズ 2 内 2 階）
・2019 年（令和元年）10 月 21 日 16：00～17：30（水産物の料理提供はその後２週間継続した）
（２）提供食材
〔漁業による生産物〕
〔養殖業による生産物〕

MEL 認証品 （15 種）、 MSC 認証品 （１種）
AEL 認証品 （7 種）、 ASC 認証品（１種）

２．活動内容
（１） グランイート銀座での水産エコラベル紹介活動
国際的なスポーツ大会に提供することを認められた認証水産物が MEL（マリン・エコラベル・ジャパン）、
MSC（海洋管理協議会）、AEL（養殖エコラベル）、ASC（水産養殖管理委員会）の４つあることを水産業界
以外に紹介する目的で開催。2019 年 10 月 21 日の試食・発表会で、水産エコラベル認証の概要およびフ
ェア開催の背景説明、認証水産物を使用したビュッフェ・メニューの提供。

（２）店内でのロゴマークの紹介
平成 30 年度水産白書 図 3－4－14（p．168）を掲示（我が国で主に活用されてる水産エコラベル）
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（３）食材提供者一覧
漁業
魚種
サケ
カスベ
アブラツノザメ
サバ
サンマ
スズキ
コハダ
キンメダイ
トビウオ(ミンチ)
カツオ
シラス
ソデイカ
ホタテガイ
ホッキガイ

産地
北海道
北海道
青森県
福島県
西太平洋
千葉県
千葉県
東京都
東京都
静岡県
愛知県
沖縄県
北海道
北海道

シジミ

青森県

テングサ（糸寒天）

東京都

猿払村
猿払村
三厩村
小名浜市
富山市
船橋市
船橋市
伊豆七島
八丈島
焼津市
篠島
伊平屋島
猿払村
苫小牧市
五所川原
市
伊豆七島

養殖
マダイ
カンパチ
ブリ
シマアジ
カンパチ（燻製）
コアユ
カキ
モズク

愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
宮崎県
滋賀県
宮城県
沖縄県

愛媛
愛媛
愛媛
愛媛
宮崎
彦根市
南三陸町
伊平屋島

（4）店内掲示物

提供者
オホーツク活魚
オホーツク活魚
田向商店
福島県漁連
北友水産
海光物産
海光物産
東京都漁連
八丈島漁協
高橋商店
太次平商店
マリン・リンク
巽冷凍食品
苫小牧漁協

ＭＳＣ

十三漁協
東京都漁連
以上、ＭＳＣ以外はＭＥＬ
ヨンキュウ
ヨンキュウ
ヨンキュウ
ヨンキュウ
丸栄
木村水産
宮城県漁協戸倉支所
マリン・リンク
以上、ＡＳＣ以外はＡＥＬ。

・ランチョンマット（テーブルの上に置く個人別シート）

5

認証

ＡＳＣ

（5）店内風景

（６）参加者
メディア関係者１０名（通信社１名、新聞 4 名、雑誌 4 名、ＷＥＢ2 名、フリーランス 2 名）、ホテル関係者
3 名、認証生産者 3 名、卸業者 3 名、県庁関係者１名、デパート関係者 3 名、教育関係者１名、支援会
理事ら４名、グランイート銀座 3 名、事務方３名
（7）発表・試食会での進行
○ 当会（特定非営利活動法人 水産資源回復管理支援会）の小野誠理事長が挨拶した。
「スポーツイベントの食材調達基準では、農畜産物の場合は GAP（農業規範）の認証を得た食材です。
水産物では我が国での天然魚介類は MEL と MSC が、養殖魚介類は AEL と ASC の４つの他、これに準
じていると東京オリンピック・パラリンピック委員会が認める食材です。
国連主催の地球サミットがブラジルのリデオジャネイロで 1992 年に開催され、熱帯雨林問題が話題に
なりました。環境保護団体が、消費者が関与する形での森林を守る仕組みを作るとの意思表明があり、
1993 年に森林認証ＦＳＣ（フォーレスト・スチュワードシップ・カウンセル）が創られました。森林認証を得た
木材や紙製品を買いましょうとの運動で、その後、様々な森林認証ができています。
1997 年には、環境団体が主導して海洋環境を守る持続的な漁業を認証するＭＳＣ（マリン・スチュワー
ドシップ・カウンセル）が立ち上がりました。オリンピックとの関係で言えば、ロンドン大会から選手村での
水産物は、水産エコラベルの認証を得た水産物を使用しようとなり、前回のブラジル大会でもそうで、東
京オリンピック・パラリンピックでは、食材全般がそうなっています。
当会では水産エコラベルの理解促進の活動をしており、２～３年前からは一部のデパートや食品スーパ
ーの店頭に説明員を派遣してきました。４つの認証合わせて我が国内認証を得ている水産物は、全体で
１００余りあり、我が国の生産量の 15％以上なっていると推定されます。本日は、その認証品目１００余り
の２割程度の 24 品目を紹介しております。」

○ グランイート銀座の武田泰明社長が挨拶された。
「当店は、今年 3 月 20 日にオープンしたライフブェッフェレストランで、2020 年東京オリンピックの選手
村の食材調達基準として認められている『GAP』認証の食材をふんだんに使った料理を提供し、知って貰
う場を目指しております。
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今回、当店も持続可能な漁業の考えに賛同し、『水産認証直送フェア』を開催することとしました。 期
間中は、持続可能な漁業について紹介したランチョンマットを各テーブルに配置する他、店内に水産エコ
ラベル認証の説明図を掲示し、ビュッフェの料理と共に消費者にアピールして行きます。」

▲水産資源回復管理支援会小野誠理事長

▲ グランイート銀座の武田泰明社長

○ 『認証水産物直送フェア』に参加した東京都漁業協同組合連合会の塚本亨専務が挨拶された。
「東京は、伊豆大島から小笠原諸島まで膨大な海域を持っています。当連合会では、水産エコラベル
認証の『MEL』を取得し、消費者に認識していただきながら販売活動を行っています。」

○ 養殖業者を代表して、（株）ヨンキュウ東京営業所の岡本義広代表が挨拶された。
「当社は、愛媛県宇和島市に本拠を置き、環境にやさしい持続可能な養殖に取り組んでいます。当社
グループの養殖管理は、水産エコラベルの『ＭＥＬ』『ＡＥＬ』に適合しており、マダイ養殖では約 600 万尾、
ブリ養殖では約 280 万尾で認証を得ています。今回のフェアでは、環境に配慮して育てられた安心・安全
な水産物を使った美味しい料理をぜひ味わってください」

▲東京都漁業協同組合連合会塚本亨専務

▲（株）ヨンキュウ東京営業所岡本義広代表

（一時間の試食の後、）
○ MEL 生産段階認証を取得している千葉県船橋の中型まき網船の海光物産、大傳丸の宗形健一郎部
長が〆の挨拶をされた。
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▲海光物産、大傳丸宗形健一郎部長

３．課題
○ 水産エコラベルの礎になっている FAO ガイドラインでは、流通段階の CoC（管理の連鎖）認証は、流
通段階の川上から小売段階の全ての関係者が認証を取得していなければならないとの規定がされてい
る。グランイート銀座では CoＣ認証を取得していないので、MSC のスキームオーナーからも MEL のスキ
ームオーナーからもロゴマークの貼付・表示は有料販売がされるならば困難との指摘を受けた。今回グラ
ンイート銀座においては、無料での試食会では、承認できるが、通常の有料飲食される場合はロゴマーク
の使用は避ける様にとの申し入れがあった。
従って、１１月３日（日）までの２週間、水産フェアは継続されたが、有償の間はロゴマークの表示は避け
た。

４．資料（広報活動）
（１）当日配布資料（計 5 枚の一枚目）
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（２） グランイート銀座の案内状

2019 年 10 月●日
グランイート銀座

2020 年オリンピック 1 年前
選手村で提供される認証食材が集合
乱獲などを防ぐ、認証水産物の水産エコラベル × 農産物の GAP
認証
～海洋環境に配慮した漁業・養殖業による、接続可能なシーフード～

「認証水産物直送フェア」・試食、発表会のご案内

【日時】2019 年 10 月 21 日（月） 16:00～17:30（受付 15:30）
【会場】グランイート銀座 (東京都中央区銀座西二丁目 2 番地先 銀座インズ 2、2 階)

農家直営のブッフェダイニング「グランイート銀座」（所在地：東京都中央区銀座西二丁目 2 番地先
銀座インズ 2、２階）では、2019 年 10 月 21 日～11 月 3 日（日）の期間、水産エコラベル認証
を受けた食材を提供する「認証水産物直送フェア」を開催します。
東京オリンピック開催まで 1 年をきりました。選手村では、選手の食の安全安心を守るため、農産物は
GAP 認証食材が提供さるほか、水産エコラベル認証（MEL・MSC・AEL・ASC）を受けた漁業者の水
産物が提供されます。
今回のフェアでは、海洋環境に配慮した漁業・養殖業による水産資源の接続的活用に向け国連 FAO
の水産エコラベルガイドラインによる認証を受けた水産物を提供します。
乱獲された水産物ではなく、環境にやさしい方法で調達された水産物を使用したメニューをこの機会に
ぜひ、お召し上りください。
ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、何卒ご来臨賜りますようお願い申し上げます。
～フェア試食会概要～
■日時

：2019 年 10 月 21 日(月) 16:00～17:30 報道受付：15:30

■会場

：グランイート銀座
東京都中央区銀座西二丁目 2 番地先 銀座インズ 2、2 階

■主催

：特定非営利活動法人 水産資源回復管理支援会
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Ⅲ鮮魚店頭説明・販売会（２店舗にて２回ずつのキャンペーン）
AEL 認証魚の説明・販売（愛南町フェア関連）

１．活動に関する基本情報

・活動場所と日程（販売品はすべて AEL 認証）

（１）2020 年 3 月 18 日（水）10：30～17：00 二子玉川高島屋（中島水産）
提供品： 養殖マダイ（刺身、サク）、養殖シマアジ（刺身、サク）、養殖カンパチ（刺身、サク）、養殖スマ
（刺身、サク）、５種盛り（天然コチ含む）、３種盛り（天然コチ含む、内容はランダム）、握り４種
（２）2020 年 3 月 20 日(金・祝) 10：00～17：00 柏高島屋（北辰水産）
提供品： 養殖マダイ（刺身、サク）、養殖シマアジ（刺身、サク）、養殖カンパチ（刺身、サク）、養殖スマ
（刺身、握り、炙り握り）

＊試食は養殖マダイ

（３）2020 年 3 月 21 日（土） 10：30～17：00 二子玉川高島屋（中島水産）
提供品： 養殖マダイ（サク）、養殖シマアジ（サク）、養殖スマ（刺身）、４種盛り（マダイ、スマ、シマアジ、
カンパチ）
（４）2020 年 3 月 22 日（日） 10：00～17：00 柏高島屋（北辰水産）
提供品： 養殖マダイ（刺身、サク）、養殖シマアジ（刺身、サク）、養殖カンパチ（刺身）、養殖スマ（刺身、
サク、刺身炙り、握り）、愛南握り（４種）

＊試食は養殖マダイ

２． 活動内容
二子玉川高島屋と柏高島屋の魚売り場の店頭で来店客に AEL 認証の魚の販売支援（二子玉川高島屋
は説明と販促、柏高島屋は試食等あり）をしながら水産エコラベルについて紹介するキャンペーン。「愛南
町フェア―」として実施。

担当は２人１組。

ポスター、卓上のぼり、水産エコラベル認証魚のマップ（AEL)などを掲示し、愛南漁協の三つ折りパンフ
レットを配布した。 新型コロナウィルス拡大時期であったため、試食は基本的に無とした。

▲説明が購入につながる方も多かった。

▲盛り合わせは４種盛りになった。
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３．活動についての課題分析と解決方法の提案
＜課題分析＞
○

AEL（水産エコラベル）について、流通サイドでは理解しつつある。実施した店舗やデパート

の担当者は、昨年度までは「生産者の販促活動だと思っていた」「水産エコラベルは、名称は聞い
ているが・・・」という状況であったが、今回は何れの店舗共、「水産エコラベルは水産資源の持
続的な利用のための方策ですね」「良いことだと思って協力しています」と言われた。
「水産エコ
ラベルは販促になる」
「AEL の魚を通年販売しても良い」との声も出てきた。
○

消費者は未だ認識はしていないが説明すると効果は確かである。日時にもよるが、今回はデ

パ地下であり、よく説明を聞いてくれた。
「パンフレットをちょうだい」
「貼ってあるポスターを
いただけないかしら」という人も少数ではあるが出てきた。説明を聞くことが購入につながる人
が多かった。
○

店舗のエリアにより“養殖魚”へのイメージが異なる。昨年実施したエリアで実施した店舗

の店長から事前に「うちの客は養殖の魚は買わない」と聞いていたが、試食を提供しながら AEL
の説明したところ、試食が好評で、AEL の話も聞いてくれるという流れで買上げにもつながった。
今年は新型コロナの影響から試食は無とした。そのため魚の美味しさを伝えられず、客がなんと
なく感じている“養殖魚”へのマイナスイメージから、ある店舗では「養殖魚なら結構です」と
いう結果となった。 一方の店舗の客は、
“養殖の魚”への抵抗感がほとんどなく、AEL の説明を
よく聞いてくれ、工夫ある売り方（スマの刺身を炙りにする、数種類の握り寿司セットをつくる
など）と良い相乗効果を生み、店長が喜ぶほどの販促につながった。実施するエリアの客層の違
いは、AEL キャンペーン自体にも大きく影響することがはっきり示された。
＜解決方法の提案＞
○ 消費者や広く国民に対して
・魚売り場の店舗、スタッフに対して、水産エコラベルについての情報発信と説明会を行う。各
店舗に働きかけるは、
「人材」と「説明キット（資料セット）」が重要であろう。
人材育成は、いわゆるマネキンではなく「水産エコラベルの広報パーソン」という位置づけを明
確にする。店舗側から「水産エコラベル広報パーソン」と歓迎される人材になってもらう必要が
ある。知識や情報も、特に、コミュニケーションに長けた人材の派遣が大切であると実感した。
店舗側のベテラン店員が説明係になれば水産エコラベルの発信に有効だと考えられる。
○ 養殖魚に対するマイナスイメージへの対応策
今回のキャンペーンでは、消費者は養殖魚を歓迎しない人が多いエリアでもキャンペーンした
が、前年度に試食しながら AEL の説明をしたときには、それなりにお話しも聞いていただけて、
ある程度の販促につながった。今回は新型コロナウィルスが拡大している時期だったことから、
試食しての養殖魚イメージを向上させられなかった。まずは「買う」という行動によって水産エ
コラベルの魚を認知し、食べて納得し、また次に買おうという段取りが、今回店頭に立ちそのよ
うに実感した。

11

Ⅳ 新聞記事

▲水産経済新聞（2019 年 10 月 31 日）

▲油食報知新聞「油脂版」
（2019 年 11 月 4 日）

▲水産タイムス（2020 年 3 月 23 日）
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