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表 24 沿海地方： “DRP” LLC (“Diomidovskiy Fishery Port” LLC) 
会社名 “DRP” LLC (“Diomidovskiy Fishery Port” LLC) 

所在地 Stepnoe village 附近 
資本金／投資家 Primorsky krai, Vladivostok, Kalinina St.231V 
従業員数 11 名 
直近期売上 
（2017.12.31） 

売上：19,927,000 RUB 
営業利益：-5,319,000 RUB 
ネット資産：-707,000 RUB 

企業概要 ウラジオストク漁港の港湾サービス業者。ロシア連邦水産庁が実施す

る PPP。 
主要製品・サービ

ス及び取扱量 
連邦州統一企業「Natsrybresurs」 [National Fishery Resources]
（Natsrybresurs は、ロシア連邦水産庁の管理下にある公営企業）から

Diomid Bay の№1 と№2 の敷地で賃借。 
建設予定： 
最大 12,000 トンの容量と最低温度-35℃の冷凍倉庫を建設中。 

議事概要 現在は漁船からの魚の荷卸しはしていないが、将来的にはできるよう

になる。予定は来年 7 月（サケマスシーズンに合わせて）。 
顧客は決まっていない。全ての水産企業を想定。 
水産物は、輸出向けも想定している。連邦の管理局（農水担当）から、

輸出ライセンスを取得予定。輸出先は中国、韓国を想定。 
日本への輸出において問題になるような話は、特に把握していない。日

本側からのニーズがあるかどうかが問題。サケマス、イカの需要はどう

か、荷主業者が取引先を探せるかどうかが問題。 
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図 30 沿海地方： “DRP” LLC (“Diomidovskiy Fishery Port” LLC) 
  

▼

“DRP”, LLC 
(Diomidovskiy
fishery port)

物流ハブ計画関連施設
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表 25 沿海地方： “Elbrus”, LLC 
会社名 ルースキー島－冷蔵倉庫・物流コンプレクス （“Kompleksnye 

resheniya”, LLC） 

所在地 Primorsky krai, Vladivostok, Russky island, Pospelovo 
settlement 

プロジェクト概要 冷蔵・貯蔵・物流施設及び貿易・展示複合施設の建設 

基本情報  サイト総面積：30,009 ㎡ 
 複合施設総面積：18,290 ㎡ 

建設予定設備  冷蔵・冷凍倉庫施設  
 例倉庫（容量 10,000 トン）、管理施設、実験室、衛生設備、

技術施設 
 設備メンテナンス 
 フォークリフトのメンテナンス施設（修理工場、バッテリー

ルーム、ガレージ）、キッチン、ショッピング・レセプショ

ンホール、ロビー、管理施設、衛生・技術施設 
 ビジネスセンター 
 オフィス、会議ホール、管理施設、衛生設備、技術施設 
 多目的ゾーン 
 レストラン、フードコート、展望台、レクリエーションゾー

ン、展示コンプレックス、管理施設、衛生設備、技術施設 
 施設イメージ 

建設スケジュール  現在計画段階 （バースの賃貸期間は 49 年間） 
 2018 年末：建設許可取得 
 2019 年：建設開始 

議事概要 同社のルースキー島におけるコンセプトとして加工がないため、加

工施設の建設を予定。なお、カムチャツカでは加工は行われている。 
但し、現時点ではルースキー島での加工はドレス、急速冷凍、フィ

レを想定し、それより高度な加工は考えていない。販路があれば検

討する。 
ルースキー島では物流、取引所の設立は可能。取引所は入札の形式

で検討。一階が冷蔵庫、二階がラボ・販売所、という構成を想定。 
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図 31 沿海地方： “Elbrus”, LLC 

 
  

▼ “Kompleksnye
resheniya”, LLC
（“Elbrus”グループ）
－冷蔵倉庫・物流コンプレ
クス

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 26 サハリン州： "Yuzhny Terminal" LLC 
会社名 "Yuzhny Terminal" LLC 

所在地 Primorsky krai, Vladivostok, Russky island, Pospelovo 
settlement 

資本金／投資家 投資額：998 百万ルーブル 
プロジェクト概要 既存の港湾インフラ上に近代的水産コンプレクスを建設し、効率的

な輸送・物流サービスを提供予定。プロジェクトの一環として、漁

業取引所の形で水産製品のオークションを実施するデモンストレー

ションエリアを設置予定。 
基本情報 創出雇用：197 名 

提供予定サービス：貨物積卸し、船舶の係留、コンテナの保管、水

産加工、冷蔵倉庫の貸与等 
2017 年 1 月 25 日より、ウラジオストク自由港入居者 

建設予定設備  水産製品保管用の冷蔵庫、商品のオークション施設、水産加

工工場、コンテナ・サイトを含む複合施設 
 総面積：23,000 ㎡ 

建設スケジュール 2017 着工開始、2019 年竣工 
議事概要 サハリン州の発展の方向として、同社の枠組みで、冷凍以外にも生・

チルドも取扱う水産加工コンプレクスを作る方針。ここはセンター

となり、取引所の施設となる予定。 
現時点では建設は始まっていない。サハリン州政府の主導の為、投

資家を探索している。また、船舶修理・港湾等に関する投資が必要。 
同港内の発展分野は、水産養殖、陸上加工、物流。同社の敷地面積

は約 2ha。全て港湾敷地内での発展を想定。サハリン州内の各種水

産関連事業者と提携する。 
沿岸操業を対象とすることを想定。年間 12 万トンの取扱いを想定。 
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図 32 サハリン州： "Yuzhny Terminal" LLC 
 
  

▼

Korsakov sea port 
(“Yuzhny Terminal” 
LLC)



69 

表 27 サハリン州： “Tunaicha”, LLC （鮭の稚魚の孵化場を訪問） 
会社名 “Tunaicha”, LLC 

所在地 Sakhalin oblast, Korsakovskiy district, Okhotskoe settlement 

従業員数 100 名（漁業繁忙期は臨時雇用含め約 400 名） 

直 近 期 売 上

（2017.12.31） 
売上：114 591 000 RUB 
営業利益：-1 455 815 000 RUB 
ネット資産：-1 415 353 000 RUB 

企業概要 1990 年設立の漁業・水産加工企業。 
ロシア及び CIS 諸国を販売先とする他、アジア太平洋諸国（日本、韓

国、中国）に製品を輸出。1995 年には、220 缶/分の製造能力を持つ

米国の缶詰工場（Tunaicha-Uords Kouv LLC）と合弁会社を設立。 
水産資源再生に関する活動としては、2 つのサケ稚魚孵化施設を保有

し、オホーツク海で年間 5,500 万匹の稚魚を放流。 

主要製品・施設  主要製品 
 紅鮭（ドレス・冷凍） 
 白鮭（ドレス・冷凍） 
 イクラ 
 生産設備 
 イクラ加工工場（生産能力：15 トン/日。タイヨー製作所の設

備を使用） 
 水産加工工場（生産能力：最大 500 トン/日。タイヨー製作所、

ニッコーの設備と及び米国製設備を使用） 
 容量 1,000 トン及び 4,500 トンの 2 台の冷蔵庫。 

議事概要 同社の「オホーツキー」という養殖施設を視察。 
サケの再生を行っている。2,750 万個の鮭の卵を孵化させ、2,450-70
万の稚魚を放流。 
絶滅危惧種イトウ及びサハリン固有種の緑色のチョウザメも保護。 
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図 33 サハリン州： “Tunaicha”, LLC （鮭の稚魚の孵化場を訪問） 
 
  

▼

“Tunaicha”” LLC
10/31(水)PM
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表 28 サハリン州： “Yantarnoe” LLC 
会社名 “Yantarnoe” LLC 

所在地 Yuzhno-Sakhalinsk,  Mira Avenue (Prospekt Mira) St 2V 

直近期売上 
（2017.12.31） 

売上：45 331 000 RUB 
営業利益： 96 000 RUB 
ネット資産： 205 190 000 RUB 

企業概要 1996 年設立。水産物の漁獲、加工、販売。サハリン東海岸の Dolinsky
地区でサーモンを漁獲。 
2009 年に、複合生産施設を開設し、燻製、塩漬け、干し魚、保存料、

缶詰、海藻サラダ等の各種海産物の珍味の生産、長期保管・輸送・パ

ッケージ等を行う。 
主要製品  製品の種類： 

 紅鮭、白鮭、スケトウダラなどの魚卵。 
 燻製魚、海藻サラダ、魚肉、魚ペルメニ、魚ステーキ、冷凍

水産物 
製品例 

 

議事概要 1 年間で 250 トンの製品を生産。サハリン州内の 450 の小売店補に

出す。製品は 250 品目。需要に応じて製造する。 
急速冷凍機は中国製。イクラ工場の設備は日本製を導入 
以前日本に冷凍イクラを輸出していた。今年は昆布を輸出。 
現在サンマの燻製に関する引合を日本企業から受けている。日本企

業の品質要求は高いと認識している。 
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図 34 サハリン州： “Yantarnoe” LLC 

 
4.2.4. ビジネスの可能性 
本ミッションの結果、松田産業が生スケトウダラのロシア極東地域からの輸入に興味を示

し、ドブロフロートとの取引について動き始めようとしている。ただし、フォローアップし

たところ、2019 年 2 月時点でドブロフロート側からの反応が良くないとのことであった。

ロシア側からの回答とりつけの支援が必要な状況である。 

また、双日がサハリンから日本向けに白子のテスト輸入を行おうとしている。2018 年度は

10kg 程度のテスト輸入であるが、今後の事業拡大を期待される。 

一方で、Sakhaniro とのミーティングで、日本側が関心のある昆布やイカなどの魚種の資源

量調査が十分に行われていないことが分かった。これらについて引き続きサハリン州側に

資源量調査の実施を働き掛けていく必要がある。 

このほか、2018 年 11 月に農林水産省の事業により実施したサハリン州への官民ミッショ

ンに参加した日本企業から出された要望等を以下のとおり。 
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[スケソウダラ] 
 生のスケソウダラは、日本企業として非常に関心が高い。特に、沿岸で漁獲されるスケ

トウダラについては、サハリンですり身にしたうえで日本に輸出を希望する日本企業

が存在している。また、タラコの原料としてスケトウダラの卵に対する需要も高い。生

のスケトウダラを水揚げ可能な漁業者・クオーターを保有している事業者を紹介して

ほしい。 
 
[イカ] 
 日本政府は、2018 年からスルメイカの輸入枠を拡大した。日本企業もサハリン州で漁

獲されるイカを調達しようとしたが、漁法・鮮度管理上の問題から、数トン程度の調達

しかできなかった。日本側としてはより多くの輸入を希望しているところもあり、漁法

や鮮度管理、水揚げ後のコールドチェーンの構築等について、具体的な意見交換等につ

いて機会を設定してもらえないか。 
 サハニロにイカの漁業資源について聞いたところ、未調査とのことであった。間宮海峡

のイカは産卵後であり、サハニロからは 100％漁獲可能と聞いているが、事業計画等を

考える際に、資源量、漁獲可能量を認識することは重要である。このため、早急に、サ

ハリン周辺のスルメイカの資源量調査を行ってもらいたい。 
 
[その他魚種] 
 少なくとも宗八/ナメタ/カレイ、キンメダイ、小女子、タコ、しじみ、あさり、昆布、

ウニ、カキ等の魚種についても生鮮物として関心が高い。キンメダイについては、日本

では高級魚として知られているが、サハリンの統計ではタイ類と一括されているため

個別の資源量が不明である。これらの魚種・貝類についても、資源量調査、漁獲可能量

の設定、漁獲後生鮮で日本側と取引できる事業者の紹介を希望する。 
 
[物流関連] 
 鮮度の高い水産物を日本に輸送するためには、サハリン州内のコールドチェーンの確

立と、航空便もしくは定期船による北海道等への物流確保が重要になる。冷凍貨物に限

らず、生鮮・チルドの流通が可能になるような制度・仕組み、及びそれらの活動に意欲

的な企業に関する情報を共有いただきたい。また、コルサコフ―稚内/小樽間の通年で

の定期貨物船の運航やユジノサハリンスク―新千歳/成田の航空便の定期運航による貨

物ルート確保について、検討できないか。 
 水産品を鮮度良く輸送するためには日露政府間での Certificate Form 作成に時間がか

かる。過去の実績等で信頼ができる企業は、事前に一定の手順を満たせば自動的に

Certificate を発行するとか、事後規制で厳罰化する代わりに事前規制を緩めるなどの
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対応が検討できないか。 
 
[養殖に関する規制] 
 露極東における水産養殖についての法制度や、魚種別の各取組企業について関心があ

るので情報共有を頂きたい。 
 
[水産加工工場］ 
 サハリンにて輸出実績のある水産品加工工場があれば情報が欲しい。その輸出国、また

その工場での製品はロシアでの品質基準と同等の管理および、同様な監督局管轄の製

品であるか？ 
 
 
4.2.5. アンケート結果 
以下に、ミッション後のアンケートの集計内容を示す。なお、自由回答は基本的に回答者の

コメントをそのまま載せているため、一部、誤脱等があるが、コメントの雰囲気を残すため

にも敢えて直していない。 

4.2.5.1. 本ミッションに対する全体的な評価とその理由 
沿海地方について、「とても良い」、「良い」を合わせて８２％となっており、参加者の満足

度は高かった。 

 
図 35 水産関連分野官民ミッションの「沿海地方についての全体的な満足度」に関するア

ンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

とても良い, 6, 
55%

良い, 3, 27%

普通, 1, 9%

悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0% 不参加, 1, 9%



75 

 全てではないが、何となくロシアの水産業の実態が把握出来た。  
 沿海地方水産会社、倉庫訪問し、沿海地方水産業の実情が理解できた  
 極東における、これからの動向を多く知れたことが良かった。  
 Dobroflot 社の事業及びその計画について、網羅的に、効率的に理解することがで

き、大変勉強になった。又、訪問した港に関しても、今後設備を新設、拡張予定の所

で非常に参考になった。  
 Dabroflot 社の現状・計画がよく分かると共に、あまり訪問する機会のない漁業港の

訪問が出来た。  
 ①実務レベルの商談が出来た。 

②ロシアビジネスでの可能性を感じた。 
 Dobroflot が良く分かり、又 Elbrus とも商売の切っ掛けが出来た。  
 加工、物流と各ジャンル視察でき、勉強になりました。  
 当事者より事業展開などの話が聞けたのは貴重   
 概ね当初予定通りの日程で進行されていた。 
 
サハリン州について、参加者だけ見ると「とても良い」、「良い」を合わせて１００％となっ

ており、参加者の満足度は高かった。 

 
図 36 水産関連分野官民ミッションの「サハリン州についての全体的な満足度」に関する

アンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 州政府の考えや、専門機関の知見を共有頂けた事が有意義だった。  
 円卓会議が非常に興味深く、サハリンの事情が良く理解できた。   

とても良い, 1, 
9%

良い, 3, 27%

普通, 0, 0%
悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%

不参加, 7, 64%
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 通常行けない施設等へ訪問（養殖場、研究所、州政府、製造工場） 
 
4.2.5.2. 本ミッションのプログラムに関する評価とその理由 
沿海地方で訪問した個別企業について、「とても良い」、「良い」を合わせて８０％となって

おり、参加者の満足度は高かった。 

 
図 37 水産関連分野官民ミッションの「沿海地方の個別企業への訪問」に関するアンケー

ト結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 港湾関連は、同じような内容だったので 2 社程度で良かったです。  
 Dobroflot、DV Port がとても参考になった  
 2019 年以降の新たな取り組みに関して多くの情報が得られた事が良かった。  
 当地方で水産業関連ビジネスを行う上で、代表的企業である Dobroflot 社を理解する

ことができ、非常に勉強になった。  
 Dabroflot 社の現状・計画がよく分かると共に、あまり訪問する機会のない漁業港の

訪問が出来た。  
 ①すりみビジネスの可能性を感じた。 

②信用出来る企業であった。 
 Elbrus と新規事業開拓を行う切っ掛けが出来たので非常に満足している。これから具

体化させたい。  
 工場は実際に製造しているところを視察したかったです。  
 ロシアでの方針は決まっているが、まだ時間がかかることが、よく解りました。  
 大手水産企業だけでなく、物流企業を訪問することができ有意義であった。 

とても良い, 5, 
50%

良い, 3, 30%

普通, 2, 20%

悪い, 0, 0% とても悪い, 0, 
0%
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