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今後のロシア極東等における事業展開の方向性（問 5）について、生産面及び調達面での事

業展開方針に関する回答が多い。特に現地生産・委託加工等の検討や、水産物の調達の拡大

への方向性が多く示された。 

 

図 25 今後のロシア極東等における事業展開の方向性 
 

表 16 今後のロシア極東等における事業展開の方向性に関する自由回答 
項目 内容 

生産面 最終製品、付加価値製品の現地生産を検討したい。委託加工など。 

クラゲ栽培、陸上養殖など 

魚種の多様化 

イクラ生産 

調達面 冷凍魚肉すりみ（助惣タラ） 

原料と製品の調達 

国内加工原料不足の対応 

海藻（主として昆布）の原藻確保、一次/二次加工、保管及び日本への輸出 

法規制・

投資環境 

法規制が頻繁に変わるようですが、その点の情報が欲しいと思います。 

その他 水産分野のコンサルティング企業としてロシア側の技術（人材や設備など）を踏ま

えた上で（そのためにはロシア側の水産コンサルティング企業等との情報交換を行

いながら）、何が極東地域の水産魚発展にとり有為で、日本にとってもメリットに
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事業展開の方向性 （MA, n=16）
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なるか、主に技術面・市場面での必要な助言や方向性策定に関わりたいと思います。 

当社の技術（大豆ペースト）を使用した魚肉加工品の製造に活用できないか技術的

に検討しています。 

肥料の生産・販売 

事業展開の可能性における情報収集レベルのため具体化はまだ。 

ファインバブル事業を水産業に導入できるか 

 

公共セクターによる支援への要望（問 6）及びその他要望・特記事項（問 7）について、ロ

シア側の訪日研修など、ロシア側への日本の需要に関する理解を深める取組の重要性を指

摘する声が上げられた。 

具体的には、以下のようなコメントが公共セクターによる支援への要望（問 6）として回答

されている。 

 民間企業が投資を決定する上での様々の不安要素を払拭するため、日・ロ双方のシ

ーズやニーズをより理解するために、公的支援ツールを使った人的交流が不可欠

と考えます。日本政府、ロシア政府が予算を拠出し、例えば日本市場で需要のある

水産加工品の品質、携帯、調味などについての研修を本邦で実施するなど効果的で

あると思います。 
 本日の趣旨（水産業）とは異なるがアムール州等の大豆の生産地と沿海地方をつな

いで製品の製造を出来ないか？アジアの他地域と比較検討中。 
 日本の商慣行についてアメリカは大いに介入している。商慣行が政府間交渉にの

せられないなどということはない！！ 
 水産資源/加工に関する現地研修期間との共同研究支援 
 ディザスターリスク情報 

また、その他要望・特記事項（問 7）について、以下のような回答がされている。 

 今後もセミナーには参加したいと考えております。 
 千葉農林水産における養殖事業の展開可能性を引続き調査検討したい。 
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4.2. 第二回官民ミッションの派遣 
4.2.1. 目的 
今回のミッションでは、３月に東京で開催された「ロシア極東への投資誘致の促進に向けた

説明会」において、極東投資誘致・輸出促進エージェンシーから説明のあったプロジェクト、

ロシア農業省が進める農水産物の物流ハブ計画に関連するプロジェクト等、日本企業にと

ってビジネスチャンスが期待されるプロジェクトサイト等を訪問し、関係者と面談・意見交

換を行うことを目的とした。 
また、当該分野に関心のある日本企業に対して、サハリン州政府等への訪問・意見交換、ロ

シア極東での水産業や水産加工業の現状や現地企業のニーズの把握、現地企業やロシア極

東地方政府とのネットワーク構築等を行う機会の創出を行うことを目的とした。 
 
4.2.2. 実施概要 
水産関連分野官民ミッションの参加人数は沿海地方で 21名、サハリン州で 17名であった。 
 

表 17 第二回水産関連分野官民ミッションの参加人数 
人 沿海地方 サハリン州 

全体 21 17 

民間企業 13 8 

 
水産関連分野官民ミッションの実施概要は、表 18 のとおりである。 

表 18 水産関連分野官民ミッションの実施概要 
日時 場所 集合時間 予定 宿泊 

10 月

28 日

（日） 

日本⇒ウ

ラジオス

トク 

 

移動（日本⇒ウラジオストク） ※各自で移動 

【モデルフライト】 

シベリア航空  S7 0566 14:55 成田発－19:00 ウラジ

オストク着 

ウ ラ

ジ オ

ストク 

10 月

29 日

（月） 

ウラジオ

ストク 

■08：25 に

指定のホテ

ル「Primorye 

Hotel 」に集

合 

08：30～10：30 バス移動（ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ⇒ﾎﾞﾘｼｮｲ･ｶｰﾒﾝ） 

10：30～11：30 ①"Dobroflot"グループ 缶製造工場・

物流コンプレクス訪問 

11:30～11：45 バス移動 

11：45～13：15 ②"Dobroflot"グループ代表者との面談 

"Dobroflot"グループ スケトウダラ加工・物流施設訪問 

13：15～13：30 バス移動 

13：30～14：40 昼食 

14：40～15:40 バス移動（ﾎﾞﾘｼｮｲ･ｶｰﾒﾝ⇒ﾕｼﾞﾉ･ﾓﾙｽｺ

同上 
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日時 場所 集合時間 予定 宿泊 

ｲ） 

15：40～17：10 ③"Dobroflot"グループ 缶詰工場訪問 

17：10～19：10 バス移動（Primorye Hotel へ） 

※有志による夕食会を実施予定です。詳細は追ってご

連絡いたします 

10 月

30 日

（火） 

ウラジオ

ストク 

■08：55 に

指定のホテ

ル「Primorye 

Hotel 」に集

合 

09：00～09：15 バス移動 

09：15～09：45 ④ウラジオストク総領事表敬訪問 

09：45～11：00 バス移動 

11：00～12：30 ⑤"DV Port", LLC 訪問 

12：30～12：45 バス移動 

12：45～14：15 ⑥"DRP", LLC (Diomodovsky fishery 

port) 訪問 

14 :15～14 :30 バス移動 

14：30～15：30 昼食（ウラジオストク市内レストラン） 

15：30～15：45 バス移動 

15：45～17：30  ⑦"Elbrus", LLC 訪問 

17：30～18：00 バス移動（Primorye Hotel へ） 

※夕食は各自でお願いします。 

同上 

10 月

31 日

（水） 

ウラジオ

ス ト ク ⇒

ユジノサ

ハリンス

ク 

■ﾁｪｯｸｱｳ

ﾄ・荷物準備 

■04：40 に

指定のホテ

ル「Primorye 

Hotel 」に集

合 

04：45～05：45 バス移動（ホテル⇒ウラジオストク空港） 

05：45～07：05 空港手続・待機 

フライト：S7 3209 07：05 ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ発－09：55 ﾕｼﾞﾉｻﾊ

ﾘﾝｽｸ着 

09：55～11：00 バス移動（Sakhalin Sapporo Hotel へ） 

11：00～13：00 ホテル待機・昼食（各自） 

13：00～14：00 バス移動（ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ⇒コルサコフ

港） 

14：00～15：30 ⑧"Yuzhny Terminal" LLC との面談、

物流・水産コンプレクス見学（TBC） 

15：30～16：30 バス移動 

16：30～17：30 ⑨“Tunaicha”, LLC との面談、工場訪

問 

17：30～19：00 バス移動（Sakhalin Sapporo Hotel へ） 

※夕食は各自でお願いします。 

ユ ジ

ノ サ

ハリン

スク 
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日時 場所 集合時間 予定 宿泊 

11 月

1 日

（木） 

ユジノサ

ハリンス

ク 

■指定のホ

テ ル

「 Sakhalin 

Sapporo 

Hotel 」 に

09：40 集合 

09：40～10：00 バス移動 

10：00～12：00 ⑩サハリン州官民円卓会議 

12:00～12:15 バス移動 

12：15～13：45 昼食 

13：45～14：00 バス移動 

14：00～15：30 ⑪SakhNIRO との面談 

16：00～17：00 ⑫Yantarnoe 社訪問（TBC） 

17：15～17：30 バス移動 

17：30～18：30 ユジノサハリンスク領事館（総領事より

サハリンの概況等についてのブリーフィング予定） 

18：30～19：00 バス移動 

19：00～21:00 ユジノサハリンスク総領事公邸夕食会 

21：00～21：30 バス移動（Sakhalin Sapporo Hotel へ） 

同上 

11 月

2 日

（金） 

ユジノサ

ハリンス

ク⇒日本 

■ﾁｪｯｸｱｳ

ﾄ・荷物準備 

■指定のホ

テ ル

「 Sakhalin 

Sapporo 

Hotel 」 に

09：00 集合 

09：00～09：15 バス移動 

09：15～11：00  ⑬市内マーケット等視察  Fishery 

market “Uspekh”、Trade center “Product market” 

11：00～11：40 バス移動（ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ市内⇒空港） 

（※以下のモデルフライト搭乗者のみ） 

11：40～13:40 空港手続・待機 

【モデルフライト】 

R3 549 13：40 ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ発－13：50 成田着 

－ 

 
 
サハリン州政府とのラウンドテーブルのアジェンダは表 5 のとおりである。 

表 19 サハリン州政府とのラウンドテーブルのアジェンダ 
November 1st 2018     Regional Government, of.430 small hall 

10:00                    
09:50 – 10:00 Meeting of participants 

10:00 – 10:05 Greeting from the Head of Fishery agency of Sakhalin region Mr. 

Gornichnykh A.V. 

 

10:05 – 10:10 Greetings from Japanese side 
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10:10 – 10:30 Presentation of the Fishery agency of Sakhalin region 

10:30 – 10:40 Information regarding NPO “Association of fisheries entities of Sakhalin 

region” – vice-chairman Kolotushkin P.S.  

10:40 – 11:20  Presentation of Japanese companies 

11:20 – 11:50 Question session 

11:50 – 12:00 Closing 

 
4.2.3. ミッション概要 
ミッションでは以下の各サイト・企業を訪問した。 

 沿海地方： "Dobroflot"グループ 缶製造工場・物流コンプレクス 
 沿海地方： "Dobroflot"グループ スケトウダラ加工工場・物流施設 
 沿海地方： "Dobroflot"グループ 缶詰工場 
 沿海地方： "DV Port", LLC 
 沿海地方： “DRP” LLC (“Diomidovskiy Fishery Port” LLC) 
 沿海地方： “Elbrus”, LLC 
 サハリン州： "Yuzhny Terminal" LLC 
 サハリン州： “Tunaicha”, LLC （鮭の稚魚の孵化場を訪問） 
 サハリン州： “Yantarnoe” LLC 
 
それぞれの概要は以降の表 20～表 28 に整理している。 

表 20 "Dobroflot"グループ 缶製造工場・物流コンプレクス 
会社名  “Krasniy Vympel”, LLC 

所在地 ボリショイ・カーメン TOR 
プロジェクト

概要 
 缶製造工場（稼動済み）： 
 概要： “Dobroflot”グループの洋上水産加工工場  “Vsevolod 

Sibircev”及び缶詰工場 “Yuzhmorrybflot”向けの缶を生産 
 稼動開始：2014 年 7 月 
 総面積：8,500 ㎡ 
 従業員数：160 名以上 
 生産量：500,000 缶/日 
 物流コンプレクス（建設予定）： 
 冷凍水産物の貯蔵、道路・鉄道用水産物の積卸し施設 
 缶製造用の塗装・プリント作業所の建設 
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会社名  “Krasniy Vympel”, LLC 
基本情報（建

設予定物流コ

ンプレクス） 

 取扱量：150,000 トン/日 
 冷蔵保存能力：15,000 トン 
 コンテナ容量：2,600 ユニット/月 
 創出雇用：200 名 
 投資回収：3 年間 
 投資総額：510,617,000 RUB 

建設予定設備  物流コンプレクスの主な機能： 
 冷蔵倉庫保管（Noviy mir JSC〈前頁〉のプロジェクトも本プロジ

ェクトに関連） 
 冷蔵コンテナでの出荷、トラック・鉄道への積み込み・配送 
 物流センターは、荷物の積卸し、品質証明書、衛生証明書、各貨物

準拠証明書のサービスを提供 
 鉄道貨物の容量は 1 時間当り 20 コンテナ 

建設スケジュ

ール 
 Phase 1.（2019 年 第 2 四半期～2020 年 第 4 四半期）： 
 4本の鉄道線及び第 1サイト（荷積み・荷卸しの設備を備えた1,700

の冷蔵コンテナ）の建設 
 Phase 2.（2021 年 第 2 四半期～2022 年第 4 四半期）： 
 第 2 サイト（荷積み・荷卸しの設備を備えた冷蔵コンテナ及び倉

庫施設）の建設 
 Phase 3.（2023 年 第 1 四半期～2024 年第 2 四半期）： 

缶製造工程での塗装・プリント作業所の建設 
議事概要 同社工場は、2014 年に現在の工場に入居。入居から 1 ヶ月後に最初の製

品を出荷。設備は現時点で未完成の部分もある。 
新製品としては、洋上水産加工工場に運ぶ際に、多重に重ねることの出来

る缶を製造中。 
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図 26 "Dobroflot"グループ 缶製造工場・物流コンプレクス 

  

▼

“Krasniy Vympel”, LLC
及び“RK “Noviy mir””
（ “Dobroflot”グループ）
－缶製造工場及び物流コンプ
レクス (ボリショイ・カーメンTOR)

ロシア極東投資誘致・輸出促進エー
ジェンシー推薦
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表 21 沿海地方： "Dobroflot"グループ スケトウダラ加工工場・物流施設 
会社名  “Rybolovetskiy colhoz “Noviy mir”（“RK “Noviy mir””） 

所在地 ボリショイ・カーメン TOR 

プロジェクト概

要 
スケトウダラ等の加工・物流施設（建設中） 

基本情報 総生産能力：100 トン/日以上 
雇用創出：1,100 名 
投資回収：2.8 年 
投資総額：2,098,691,000 RUB 

生産予定製品  スケトウダラ・フィレ（一次凍結）：16.2 トン/日 
 スケトウダラ・フィレ（二次凍結）：78.9 トン/日 
 スケトウダラすり身：14.56 トン/日 
 ニシン・フィレ：21.26 トン/日 
 フィッシュミール（原料：ニシン及びスケトウダラ）：20.40

トン/日 
 魚油：6.93 トン/日 

建設スケジュー

ル 
 Phase 1.（2017 年～）： 
 投資前段階（概念設計、詳細設計、バンク・ギャランティ取

得、ゼネコン契約、水産物の漁獲・輸送・冷蔵事業者との契

約締結） 
 Phase 2.（2018 年 2 月－2019 年 9 月）： 
 投資段階（建設、設備調達、 試運転準備、オペレーション活

動、原材料調達、従業員募集） 
 Phase 3.（2019 年 10 月～）： 
 試運転・稼動開始 

議事概要 Dobroflot 社製のサンマ缶詰のロシア国内のシェアは約 7 割。 
缶製造工場に隣接する倉庫ではブリキ、洋上加工工場で作られた缶

詰を保管。 
敷地内に鉄道の引込み線が敷設されている（シベリア鉄道と接続）。

今後、コンテナの荷卸し設備を入れる予定。現在は鉄道の貨車だが、

今後コンテナ輸送に切り替えたい。 
シベリア鉄道での輸送は、は全量がロシア国内向け販売。 

 

 
 



58 

 
 
 
 
 

 
図 27 沿海地方： "Dobroflot"グループ スケトウダラ加工工場・物流施設 

 
 
  

▼

ロシア極東投資誘致・輸出促進エー
ジェンシー推薦

“RK “Noviy mir””
（“Dobroflot” グループ）
－スケトウダラ加工工場・物流施設
（ボリショイ・カーメンTOR）
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表 22 沿海地方： "Dobroflot"グループ 缶詰工場 
会社名 Yuzhno-Morskoy, Nakhodka 缶詰工場（“Yuzhmorrybflot”, JSC） 

所在地 Primorsky krai, Nakhodka, Yuzhno-Morskoy settlement, 
Zavodskaya St. 16 

直近期売上 
（2017.12.31） 

売上：9,265,139,000 RUB 
営業利益： 300,969,000 RUB 
ネット資産： 1,538,124,000 RUB 

プロジェクト概要 沿海地方ユジノ・モルスコイに所在する、ロシアで最大の水産缶詰

工場の一つ。 
生産製品・貯蔵施

設 
 缶詰部門 
 原料の解凍： 最大 180 トン/日 
 缶詰製品（サンマ、ニシン、サケマス）： 最大 600,000 缶

/日 
 缶詰製品（ハマナ）： 最大 50,000 缶/日 
 燻製部門 
 原料の解凍：最大 20 トン/日 
 缶詰製品（燻製サンマ）：最大 42,000 缶/日 
 レバー缶製造部門 
 缶詰製品 （スケトウダラのレバー・魚卵）：最大 30,000 缶

/日 
 イクラ部門 
 イクラ：最大 25,000 缶/日 
 フィッシュミール部門 
 魚加工設備 2 ライン：最大 100 トンの魚くず肉加工  
 フィッシュミール：最大 15 トン/日 
 魚脂肪：最大 8 トン/日 
 陸上魚加工部門 
 生魚加工：100 トン/日 （約 30 種類の製品） 
 貯蔵施設 
 冷蔵貯蔵能力： 12,000 トン/日 
 最終製品倉庫： 7,500 トン/日 
 原材料及び製品の保管倉庫リースも検討 

建設スケジュール 建設・稼動済み 

議事概要 缶詰製造に際しては、180～200 トンの原料を 1 日で加工する。 
別の場所では養殖も行う。今年はホタテの稚貝を 200 トン入れた。 
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冷凍品の生産量は 100 トン/日。フリーザーは 10 台。Noimir では

120 トン/日の生産量。日本製の急速冷凍の設備の導入に期待してい

る。急速冷凍機の導入計画はあり、日本製か欧州製かを検討中。 
現在の冷蔵倉庫の保存温度は-20℃。 
新しい缶詰工場は建設中。新しい設備を入れたい。 
すり身は、フィレ市場とすり身市場の相場を見て決める。どちらも

対応は可能。 
 

 
図 28 沿海地方： "Dobroflot"グループ 缶詰工場 

 
  

▼

“Yuzhmorrybflot”, JSC
（ “Dobroflot”グループ）
－缶詰工場

ロシア極東投資誘致・輸出促
進エージェンシー推薦
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表 23 沿海地方： "DV Port", LLC 
会社名 “DV Port” LLC 

所在地 Primorsky krai, Vladivostok, Bosfora St. 3 

資本金／投資家 Mr. Seynalov Vagif Dzhalilaga Ogli (100% 自己資本) 

従業員数 320 名 

直 近 期 売 上

（2017.12.31） 
売上: 898 376 000 RUB 
営業利益: 54 615 000 RUB 
ネット資産: 65 741 000 RUB 

企業概要 ウラジオストク漁港の港湾サービス業者 

主要施設・サービ

ス 
 主要施設 
 4 つのバース（94.5m、212.3m、78.8m、55.4m） 
 9 基のポータルクレーン 
 貨物専用設備 
 長さ 3,177 m の鉄道 
 シャトル式機関車 
 冷蔵設備（現在、冷凍製品の一度の保管容量は 1 万 8,500 トン） 
 主要サービス 
 以下のタイプの貨物を処理（ロシア、外国船、国際航海ロシアか

らの積卸し） 
 冷凍水産製品 
 水産加工品 
 カボタージュ貨物（自国内の沿岸航行貨物） 
 自動車輸送及び特殊設備。 
 一般貨物 
 過去に、APEC サミット向け貨物の実施実績あり 

議事概要 水産製品については、年間取扱量は 25 万トン（船から陸揚げする量）。 
サケマス、白身。取扱いは冷凍水産製品のみ。沿岸漁獲の魚は、12 海里

の領海内の沿岸漁獲は 100%同港で水揚げ。 
Dobroflot は自社の冷蔵施設がある為、自社で陸揚げして製品を作ること

が出来る。但し、自社で冷蔵を持たない全ての水産会社は、同港に漁獲

物を入れる。 
保存期間による。1 ヶ月目は 23 RUB/トン、2 ヶ月目は 28 RUB/トン、3
ヶ月目は 34 RUB/トン。 
DV Port はウラジオストク全体では 17%-23%を占めていると思われる。 
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図 29 沿海地方： "DV Port", LLC 

 
 
 
 
  

▼ “DV Port”, LLC

物流ハブ計画関連施設
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