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阿 部 美由紀 
前 田 裕次郎 

     調査報告 
・以前は卸業務も。しかし、現在はほとんど行っておらず、理由は代金回収の問題。 
・現在は、FISH MART SAKURAYAを3店舗、宅食を1店舗運営。 
・FISH MARTの方は、日本人料理人を中心に、パックに入れられた魚を客の注文に

応じ料理し、提供。 
・夕方は家族連れ、昼はサラリーマン等が多い。 

 

 
魚にこだわったお店。料理人には日本人が。 
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⑥ RE&S社 
  日時  平成26年2月13日（金）20：00～21：00 

   場所  GREAT WORLD CITY 
   調査者 
      馬 場   治（委員） 
      稲 垣 光 雄（社団法人全国海水養魚協会専務理事） 
      佃   朋 紀（社団法人全国海水養魚協会嘱託） 
      中 川   靖（通訳・車手配） 
   対応者 

筒井貴彦（常務取締役） 
田中敏也（営業部長） 

     調査報告 
・一つのショッピングセンターにドミナント方式による多業態（寿司、とんかつ、

焼肉等の日本食レストラン）の店舗を出店。その他に鮮魚、寿司（持ち帰り）の販

売を行う。 
・昨年末に本社ビル完成。 
・セントラルキッチンを2フロアーに擁する。 
・シンガポールの外食店におけるシンガポール人の雇用に関して規制が強化され、

シンガポール人の確保が難しい状況の中では、新たな出店は難しい状況に。 
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⑦ RE&S社 
  日時  平成26年2月14日（土）12：00～15：00 

   場所  本社他 
   調査者 
      馬 場   治（委員） 
      佃   朋 紀（社団法人全国海水養魚協会嘱託） 
      中 川   靖（通訳・車手配） 
   対応者 

多田羅   博（代表取締役社長） 
筒 井 貴 彦（常務取締役） 
関 口 修 司（営業次長） 

     調査報告 
・店舗においては慢性的な人手不足の状況であり、その為にはセントラルキッチン

を作り、省人化を図る必要が生じている。 
・また、外食市場においては、ハイクラスからミドルクラスへと展開すれば、伸び

る余地は大いにある。 
・RE&S社においては、ショッピングセンターにおいてドミナントを形成しており、

その中に専用のフードコートを有している。 
・イベントスペースとして使用は可能である。今後、中食市場を狙った展開を考え

る。 
・RE&S社としては、本格的に日本からの魚の輸入を検討している。 
・今後は、寿司のマーケットにも中食展開を図る。 
・また、卸業務も模索中とのこと。 
・今後の全海水の事業への協力は可能。 
 
その後、セントラルキッチンを視察。 
・うどん等を製造。 
・グループの店舗に配送。 
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2つのショッピングセンター（NEX（serangoon central）、JURONG POINT）を

視察。 
     ＜NEX＞                                     

 

 
このフロアの店舗をＲＥ＆Ｓ社が運営。魚及び寿司の販売コナー、そしてフ

ードコートも。 
 
＜JURONG POINT＞ 
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（６）現地説明会 
平成２５年度品目別輸出振興体制整備支援事業・現地説明会を平成２６年３月１１日

の三重県津市を皮切りに、全国５つの地区で開催した。開催日時と開催場所、参加した

府県市町村団体等並びに協議概要は下記の通り。 

 

① 開催地 

 三重県津市 

ⅰ）日時：平成 26 年 3 月 11 日（火）13:00～16:00 

ⅱ）場所：ホテルグリーンパーク津 ６階 木犀 

ⅲ）議題： 

   １）輸出事業（輸出戦略検討プロジェクト）について 

   ２）H26 年度海外販売促進事業（案）について 

   ３）その他 

 長崎県長崎市 

ⅰ）日時：平成 26 年 3 月 12 日（水）13:00～16:00 

ⅱ）場所：長崎県漁協会館 ６階 会議室 

ⅲ）議題：三重県開催と同内容 

 

 鹿児島県鹿児島市 

ⅰ）日時：平成 26 年 3 月 13 日（木）13:00～16:00 

ⅱ）場所：鹿児島県水産会館 ６階 ホール 

ⅲ）議題：三重県開催と同内容 

 

 愛媛県宇和島市 

ⅰ）日時：平成 26 年 3 月 19 日（水）13:00～16:00 

ⅱ）場所：愛媛県漁連宇和島支部 ２階 会議室 

ⅲ）議題：三重県開催と同内容 

 

 香川県高松市 

ⅰ）日時：平成 26 年 3 月 20 日（木）13:00～16:00 

ⅱ）場所：香川県漁連会館 ６階 大会議室 

ⅲ）議題：三重県開催と同内容 

 

② 現地説明会に参画した都道府県・市町村及び団体・企業。 

（数字は人、記述無しは１人） 

  ⅰ）都道府県 
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    静岡県、三重県（４）、香川県、愛媛県、長崎県、大分県、鹿児島県（３） 

  ⅱ）市町村 

    東かがわ市、愛南町、宇和島市、宿毛市、長崎市、松浦市、佐世保市、鹿児島市

（２）、鹿屋市、垂水市、 

 ⅲ）漁連・漁協・養殖業者 

    三重県漁連（４）、三重県海水養魚協議会（３）、静岡県かん水養魚協会、香川県

漁連（３）、香川県かん水養殖漁業協同組合（１）、庵治漁協、引田漁協、直島漁

協（２）、鴨庄漁協（３）、愛媛県魚類養殖協議会（２）、愛南町漁協、うわうみ漁

協（４）、遊子漁協、すくも湾漁協、長崎県かん水魚類養殖協議会（１）、大分県

漁協（２）、野母崎三和漁協（２）、大島村漁協、新松浦漁協、神部漁協、奈留町

漁協、生月漁協、上五島町漁協、鹿児島県漁連（４）、東町漁協（３）、坊泊漁協、

東桜島漁協（２）、福山町漁協、牛根漁協（４）、垂水市漁協（２）、鹿屋市漁協（３）、

鹿児島県かん水養魚協会、 

  ⅳ）民間企業 

    えひめぎょれん販売㈱、秀長水産㈱、㈱ヨンキュウ、㈱南予ビージョイ、辻水産

㈱、長崎魚市場㈱、 

  ⅴ）報道：みなと新聞 

 

③ 説明会内容 

平成 25 年度に全海水が実施した「輸出に取り組む事業者向け対策事業」の報告と全

海水が平成 26 年度に取り組みを計画している輸出促進事業について配付資料に基づき

説明し、参加者から意見を聞いた。 

 
ⅰ）平成２６年３月１１日・三重県・津市（ホテルグリーンパーク） 
＜会議内容＞ 
＊三重は輸出に対してノータッチであったが、こ 
れからは輸出に取り組んでいく。 

＊活魚出荷のみであったが、輸出を始めて、価格 
維持を図りたい。 

＊三重県として協議会の立ち上げを考えている。 
上海やシンガポールへの輸出を考えている。 

＜Q＆A＞ 
＊加工場の基準として、HACCP を取得していることが条件となるのか？輸出の

基準が知りたい。 
＊冷凍物は SASHIMI GRADE に適合するのか。輸出する際には、冷凍も認め

てほしい。 
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⇒海外の流通経路まで調べて検査することは難しく、輸出業者にゆだねるしか方

法がない。⇒通関を通すことが鮮度維持の面で重要で有り、今後一考する。 
＊どのような調査をしたか？各マーケットごとに詳しく知りたい。 
⇒一例としてロシアでの販売セミナーや協定書を結んだこと、シンがポールの調

査内容を説明。全体は報告書で広報することにしている。 
＊業者、漁連が一体となってなった輸出事業団体（ナインウエーブ）がシンガポ

ールでできなかったことが、県漁連レベルでできるのか心配している。 
※静岡：平成 22 年からマーケティング研究会を作り、ロシアに水産物の輸出を始

めた。平成 24 年は 4 回、カツオのタタキを輸出した。平成 25 年は、受け皿の

問題で輸出ができなかった。カツオ以外のイセエビや養殖魚を含めて輸出が個

人的に行われている。カツオのタタキは冷凍・柵を輸出している。ロインでも

売ってみた。ロシアへの輸出は施設登録が必要で、静岡県内では 10 件くらい登

録されている。 
三重：平成 26 年度に向けて輸出協議会を設置して進める。百貨店での物産展では、

マッチングまでいっていない。加工品が中心で、養殖魚という名前は出てこな

い。 
＊ベトナムは衛生証明書の関係でブリは多い。それが天然か養殖かの区別はわか

らない 
⇒凍結されたものなので逆輸入される可能性はある。夏場の安い天然物が外国の

安い労働  力で加工され、惣菜として日本に輸入されることも考えられる。 
＊中国に輸出したいという業者もいて、中国向けの活魚は増えそうである。 
＊アジアは水の問題が大きい。シンガポールは国よりも外国の会社が水に関与し

ている。水を管理している会社がインフラと一緒に管理して入り込んでいる。 
＊アジアの食に入りこむには、インフラを含めて考えないと入り込めない。魚と

いう物を持ち込むだけでは難しい。 
⇒物産展の効果は疑わしい。物産展が商談に結び付いていない。 
＊アジアの国では、イベント料を収入源としている会社がある。真剣に日本の水

産物を売る考えでなく、場所を提供するだけでイベント企画料を取る業者もい

る。 
＊商談できる場所つくりをするのが全海水の仕事であろう。 
＊JETRO の商談会を利用する方法もあるが、JETRO 依存ではダメという声もあ

る。 
＊ブラジルは魅力ある面白い輸出先である。 
＊「刃物市」に魚をセットとして展示するのも面白い。 
＊養殖業者が良くなる事業にしてほしい。フェアと調査が中心になっている。イ

ンポーター、通関の課題も意識して進めたい。全海水には情報提供をお願いし
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たい。 
＊数量を伸ばす、値段の乱高下への対策として輸出を考えている。価格競争にな

っているのでは困る。県も絡めて事業を進めていきたい。 
＊中国とシンガポールでは輸出の方法が違う。ポテンシャルも異なる。 
＊販売促進について、個人の能力では対応できない問題。 
＊養殖タイの輸出先はあるか？ 
⇒アジアでは価格の安い淡水魚のティラピアが幅を利かせている。マダイと競合

する魚である。しかし、ティラピアは生では身割れして刺身商材としては不適

であり、その点を差別化してマダイを売り込んでいく。 
＊流通ルートは国によってわかっているのか？ 
⇒ロシアでは施設登録が必要になる。アジアではインポーターによって異なる。 
＊ロゴマークの貼付について 
⇒輸出用の養殖枠については、国内に出回ることが十分あり得るので注意が要る。

全体枠の中で考えないといけない。 
 

ⅱ）平成２６年３月１２日・長崎市（長崎県漁協会館） 
＜会議内容＞ 

＊長崎：民間が主体になった輸出事業

を補助金を出して支援してきた。値

段を上げるために輸出する。日本食

を世界に広げることが重要。 
＊県によって輸出に取り組む姿勢が異

なる。生産や出荷条件が違う輸出に

ついて全海水として一つにまとめて

取り組むことができるのかどうか。

漁協や個人がする事業に主体を置い

て進めるべきだ。 
＊漁協も連携しながら進めてきたが、何故売れないのか。今より価格を高くする

算段があるのかどうか。 
＊ハマチが生産数量の主体であり苦しい。平成 25 年はブリが 800 円近くまで上

がってきて、資金繰りは良くなっている。国内と輸出のバランスが取れてくれ

ば良い。 
＊輸出も今後は必要であろう、輸出で生産を安定させ、漁連も含めて業者のため

に動いてほしい。 
＊過剰生産になりそうなので、大分では輸出を進めたいと思っている。 
＊ロシアの状況を各県に落とし込んでいくようにしてほしい。 
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＊カンパチが中国から入ってきてブリの養殖が変わった。中国でも種苗が死ぬこ

とが多くなっているので注意は必要。 
＊韓国への輸出がストップして、2.5 キロアップのマダイの売れ先がない。これに

対する対応はどうするのか。 
⇒国と国との交渉事となっている。浜の状況は国に伝え輸出再開を求めた。 
＊アメリカを選んだ理由は。 
⇒輸出の主力は現在アメリカになっている。しかしその需要は西海岸と東海岸に

集中している。広いアメリカ、まだ需要開拓の余地があるということで調査を

する。 
⇒二つの事業を行っている。国内の対策と戦略を検討するための調査を行ってい

る。一方、事例事業としてモスクワでセミナーを開催して裾野を広げる事業を

行っている。 
＊県は１/2 補助事業で輸出促進を図る。シンガポールでの「養殖ブリ」の販売促

進を全海水と一緒になって行えば効果はありそう。 
⇒情報交換を密にして進めることは必要。全海水の計画はＨＰで公開していく。 
＊中国に向き合って 7，8 年、苦労している。価格が高いことが輸出の伸びない最

大の理由。他より倍以上の価格で売らないとならない。 
＊広く広げると競争になって価格が下がる。上海ではマーケットが広がっていな

いのにみんなが押しかけて価格が出ない。 
＊今の中国の状態では、「養殖」と断って売り込むのは適切でない。消費者は養殖

か天然かを求めていない。価格だけを問題にしている。 
＊「養殖」は表示すべきである。日本養殖魚の素晴らしさを打ち出すにも、品質

の良さをアピールするにも養殖を打ち出す考えが必要。 
＊サンプルを持ちこみセミナーを開催するのは商談に結びつかない。 
＊6 次産業化、地産地消で、生産者のために輸出事業を行い輸出量を増やすこと

は必要。 
＊今輸出している業者が損をしないようにしてほしい。 
＊中国の内陸部に今持って行っても売れない。魚に対しても流通販売についても

知識は持っていない。 
 

ⅲ）平成２６年３月１３日・鹿児島市（鹿児島県水産会館） 
＜会議内容＞ 

＊価格を安定させるには削減だけではダメで、輸出が有効である。 
※シンガポールの状況。寿司はあるがロール系の寿司。サーモンはどこの国でも

ある。シンガポールでは一人あたりの客単価は 1 万円位と高い。シンガポール

は近隣アセアン地区のハブ的位置づけとして期待できる。フードコートでも魚


