
1 会社設立から現在に至るまで

昭和47年 10月 尾鷲物産創業

昭和49年 8月 尾鷲物産株式会社設立

昭和61年 11月 水産加工センター開設

平成元年 4月 おわせお魚センターおとと開店

平成13年 11月 ＩＳＯ9002認証取得

平成17年 8月 林町工場開設

11月 直営養殖事業開始

平成18年 6月 HACCP認証取得

平成20年 7月 SQF2000システム認証取得水産加工業として国内初平成22年 10月

直営定置網漁開始

平成23年 3月 おわせお魚いちばおととリニューアルオープン

平成24年 8月 SQF2000からSQF認証第7版移行（レベル３）

平成25年 6月 近海まぐろ延縄船“良栄丸”進水8月初水揚げ

10月 おわせお魚いちばおとと“魚食堂”開業

平成26年 10月 塩干工場新設・操業開始

平成27年 7月 養殖用餌倉庫改築・操業開始

11月 フィーレ工場新設、ピッキングシステム改良等・操業開始

平成28年 7月 冷凍冷蔵庫新設・操業開始

8月 養殖SQF取得（養殖から加工までの取得は国内初）

11月 サーモンスライス工場改築・操業開始

平成29年 11月 近海まぐろ延縄船“良栄丸”2船目進水予定

三重県尾鷲市の

地元スーパーの塩干部門で、

魚の仕入、 加工（商品化）を行っていた。その際、

現場の様々な課題を基に商品化。

社内の評価はもちろん、外販

でも評価が高かった。

お客様の課題（宿題）を解決 → お金

尾鷲物産DNA ＝ マーケットイン思想
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1現在の事業形態

1次産業

近海マグロ延縄漁 直営養殖 直営定置網漁

2次産業

直営生鮮加工場 直営スライス加工場 直営干物加工場

直営生鮮販売 直営水産加工品販売 直営飲食店
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3次産業



1現在の事業形態に行ったこと 「マーケットイン・ニーズ対応加工」

スーパーマーケット水産

バックヤードの課題

「人手不足」「ロス率」「鮮度」

必要とする部位
必要なだけ必

要な時に

原料調達（直営養殖等）

365日高加工度

全国物流ネットワーク

110t/年 袋を開けて

切るだけで

切身の商品化。

750t/年 300t/年

頭肉カット500g真空 ブリ中骨カット 500g真空 ブリ中骨カット 500g真空

100t/年

頭肉下カット 500g真空
骨と皮がない規格。刺

身の商品化が楽。

ブリ腹骨カット500g真空

160t/年 300t/年

ブリカマ真空 ブリトロ真空 ブリトロスキンレス真空 ブリトロスライス真空
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1会社設立から現在に至るまでまとめ

量販店からスタートした会社 マーケットイン

顧客が求める４つの安定 供給、価格、高品質、量

ぶりトロ、背、カマ、アラ 部位別販売 多業種のお客様から評価を頂く

国内エクスポーター（商社等）から、ぶりカマが海外へ行っていた。
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2 ノルウェーに習え 「ノルウェーの水産輸出戦略」

目標
世界中から

ノルウェーの水産物を選んでもらう
概要

すべての工程・商品に共通のロゴマーク

インターネット等での情報公開によって透明性を高める

顧客が本当に求める商品・サービス・情報を長期に

渡って満足させるための全般的活動

国を挙げて世界中の

消費者の需要に合わせた水産業の推進

•個性・魅力的な商品•没

個性からの脱出•ｱｲﾃﾞﾝ

ﾃｨﾃｨｰの確立•新市場の

開拓

世界中でﾉﾙｳｪｰを選んでもらうPJ 

マーケティング •工程・商品に共通ﾛｺﾞﾏｰｸ

•ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化

持続性
•海域環境悪化抑制
•同一海域での養殖 ・適正養殖•経営・

品質の安定

生産性・効率性 ・樹脂製ﾈｯﾄ

・自動化＝給餌・ﾜｸﾁﾝ接種・海中監視

ノルウェー養殖漁業 •125万ｔ養殖/従業員数約5千人

バリューチェーン 食の安全
•各工程の密接な連携
（卵→海面養殖→加工→流通）•付

加価値化

•輸出品に全ﾃﾞｰﾀ添付

・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定・順守・管理・監視

•ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで情報公開・透明性
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2 ノルウェーに習え 「尾鷲物産式海外戦略」

サーモン生産量

20年前25万ｔ/年 現在125万ｔ/年。

日本国内海面養殖 生産量

20年前10万ｔ/年 現在10万ｔ/年。

サーモンは海外で成功。 対して日本は、 、 、

ノルウェー戦略＝SUSHIでサーモンを世界へ

各国平均寿司：刺身：焼＝４：５：１

尾鷲物産式戦略 ＝ THE SUSHIで養殖ぶりを世界へ

生鮮食用に、 日本固有種のぶりを

各国飲食的に、 日本と同品質のぶりを

量販店寿司コーナーに、サーモンの１０％をぶりへ
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3 利用できるものは、すべて利用する

2020年までに農水産物食品の輸出額を

1兆円に拡大する

執行機関

農林水産省

日本貿易振興機構（ジェトロ）

大日本水産会 等

助成金
出会創出の場の提供

国内外商談会・展示会・バイヤー招へい等

各種協議会の開催

情報の共有
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3 利用できるものは、すべて利用する

平成18年～23年

ボストンなど展示会に出展。

盛況だったものの・・・

失敗
ジェトロセミナーに参加

実績につながらず

国ごとの輸出手続き 現地マーケティング手段と方法
オリジナル性の高い製品品質

の高い製品などの事例
法律規制等への対応 現地商流・物流の把握

輸出体制の整備 ジェトロ商談会に参加

専門スタッフの配置

自社製品の見直し

脱属人的な

輸出手続きオペレーション

香港、中国、台湾、

シンガポール、 ベトナム、

ロシア、タイ

各国のマーケティングを行い、

ニーズの洗い出しを行った。
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3 利用できるものは、すべて利用する

香港、 中国、台湾でのニーズ

高鮮度の魚が欲しい
大きなぶりが欲しい

（脂のある魚が欲しい）

骨に付きの魚に

抵抗がない

大きい魚＝脂がのっている主流は、

フィレ2ｋｇ、ラウンド７ｋｇ
現地で

コールドチェーンを

持った企業と組み国内

流通のリードタイム、

翌日配送

大きくするのは、コスト

とリスクが高い。

従来の

頭、中骨、腹骨の

部位別加工

+

個包装

トロのみを販売（オリジナル性）肥満

度を重視した魚の生産
成功するのでは？ 成功するのでは？

成功するのでは？
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3 利用できるものは、すべて利用する
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４ 今後について

消費期限を長くしたい 健康になりたい

D+５

DHA含有量を強化した

養殖ぶりを開発

D+７～８

成功するのでは？

成功するのでは？
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４ 今後について

アセアン向け「生鮮品」

・寿司・刺身用 生鮮ぶり ・コールドチェーンを活かした高鮮度品提供

米国向け「生鮮品」

・寿司、刺身用生鮮ぶり ・現地ニーズの健康志向に合わせたDHAぶり

欧州向け「生鮮品・冷凍品」

・寿司・刺身用 生鮮、冷凍ぶり ・現地ニーズを満たす生鮮、冷凍品

既存向け（アセアン、 中国等） 「生鮮品・冷凍品」

・各国ニーズを満たす生鮮、 冷凍品の輸出上積み ・ニーズを満たす新規規格品の開発・提供
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