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 様式１，各部門共通  

 

「食材王国みやぎ」推進優良活動表彰応募・推薦書 

 
１ 応募部門 ※応募するいずれかの１つの部門に○をつけてください。 

 

地産地消 

 

ブランド化 

 

２ 活動主体者（自薦者及び被推薦者）の概要 

（ふりがな） 

活動主体の名称 

かぶしきがいしゃやまなか 

株式会社ヤマナカ 

（ふりがな） 

代表者の役職・氏名 

だいひょうとりしまりやく たかだしんじ 

代表取締役 髙田 慎司 

（ふりがな） 

所在地 

〒986-2122 

宮城県石巻市幸町1-38 

連絡先 

TEL： 0225-24-3373   FAX： 0225-24-4373 

e-mail：s.takada@yamanaka.co 

担当者氏名： 髙田 慎司 （役職： 代表取締役 ） 

活動主体の組織概要 

業  種 

地域商社・水産加工業・魚介類販売業 

資本金 

16,000千円 

事業内容 

定款における事業目的は、食料品の卸及び販売・食料品の輸出入業。宮

城県より営業許可として魚介類販売業・惣菜製造業・食品の冷凍又は冷

蔵業を得ている。また魚介類加工業・生食用のホヤ又はウニのむき身処

理業を加工業登録している。更にかき剥き処理場の設置許可を得てい

る。 

組織規模等 

株式会社ヤマナカの設立は2008年で、2017年3月に七十七銀行系列の

七十七キャピタルと資本提携し、資本金1,600万円に増資。今期13期目

に入った。創業当初から宮城県産の貝類（ホヤ・帆立・牡蠣等）を中

心に全国の中央卸売市場向けに生鮮品の出荷をしており、現在では米

国・中東・東南アジア（12か国）を中心に輸出を行っている。2018年

7月には冷凍帆立貝柱で米国FDA HACCPを取得。その後米国にも輸

出を展開し、2018年における輸出額は264,242,952円で総売上の47％

である。2019年3月にはASC・MSC/CoCの国際認証を取得した。社員

構成は、代表取締役を含む取締役3名･社員17名(本社15名・北海道支社

非公開情報 
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2名)・パート10名の計30名ある。内、食品衛生責任者は3名である。 

 

確認事項 

※活動内容が表彰の対象となった場合，表彰されるのはどちらか○を付けてください。 

 

活動主体組織   活動主体の代表者（個人） 

 

 

３ 推薦者の概要 ※自薦の場合は記載不要です。 

（ふりがな） 

組織名称 

 

 

（ふりがな） 

代表者の役職・氏名 

 

 

（ふりがな） 

所在地 

〒 

 

連絡先 

TEL：           FAX： 
e-mail： 

御担当者氏名：         （役職：        ） 
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 様式３，ブランド化部門用  

 

＜ブランド化部門活動について＞ 

１ 活動の概要 

※取り組んでいる内容を要約してください。 

宮城県産牡蠣の歴史的背景と実績をブラッシュアップし、国内の剥き身出荷が主

流である宮城県産生カキを、殻付牡蠣としての「MIYAGI OYSTER」にリブラ

ンディングし、世界的なブランドとして海外に発信する。ターゲット国は東南ア

ジア（シンガポール・タイ・ベトナム・台湾）中東・ロシア・香港である。 

 

２ 活動のタイ

トル 

※取り組んでいる活動に「タイトル」を付けてください。 

MIYAGI OYSTER PROJECT 

ミヤギオイスタープロジェクト 

３ 活動の継続

期間 

※取組や組織の発展過程などを時系列で記載してください。 

2007年 創業 

2008年 石巻市 株式会社ヤマナカ 設立 

2010年 韓国へのホヤの輸出開始 

2011年 東日本大震災 

2012年 北海道工場設置 

 北海道産ホヤを韓国へ輸出 

2015年 香港へ仙台空港より帆立の輸出開始 

2016年  シンガポール帆立・牡蠣の輸出開始 

台湾・タイに帆立の輸出開始 

       中国へ北海道産帆立輸出開始 

    年商 11億円達成  

2017年  新社屋落成 

    MIYAGI OYSTER PROJECT立上げ ブランド構築 

    東北経済産業局「MIYAGI OYSTER PROJECT」が JAPANブランド育 

成支援事業採択 2017 

ベトナムに牡蠣の輸出開始 

        七十七銀行資本提携 増資 

    東北・食文化輸出推進事業協同組合代表理事就任 

2018年  FDA HACCP認証取得 

    東北経済産業局「MIYAGI OYSTER PROJECT」が JAPANブランド育

成支援事業採択 2018 

米国・マレーシアへ帆立の輸出開始 

     UAEに牡蠣の輸出開始 

     ベトナム牡蠣養殖事業開始 

     宮城県ハンズオン事業「ベトナムにて牡蠣のプロモーション」 

2019年 ASC・MSC/CoC認証取得 

     宮城県「ホヤ海外販路開拓事業」受託 米国でのプロモーション 
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    ミャンマーへ牡蠣の輸出開始 

    ベトナム現地法人 YAMANAKA VIETNAM Co.,Ltd.設立 

    米国にホヤの販路を持つ株式会社ヤマボシを子会社化 

    輸出優良事業者表彰事業にて農林水産大臣賞受賞 

2020年 宮城県「ホヤ海外販路開拓事業」受託 ベトナムでのプロモーション 

農林水産省「輸出向け MIYAGI OYSTER のブランド構築事業である

松島オイスターリゾート計画」GFPグローバル産地づくり推進事業採択 

ロシアに牡蠣の輸出開始 

台湾に牡蠣の輸出開始 

４ 活動の取組

形態 

※別表２から該当す

る取組形態を選択し

てください。 

対応できている取組形態 

（複数選択可） 

対応できつつある取組形態 

（複数選択可） 

ア・ウ・オ・キ・サ イ・コ・シ・ソ 

 

５ 活動等の詳

細 

⑴ 活動を始めた契機 

※動機・目的等を記載してください。 

（1）宮城県の牡蠣生産の現状分析 

日本における牡蠣生産量は下記図の通りである。 

順位 1位 2位 3位 4位 

都道府県名 広島県 宮城県 岡山県 兵庫県 

生産量 103,454t 24,417t 13,545t 8,881t 

主な用途 加熱調理用 生食用 生食用 生食用 

2017年 農林水産省統計 国内総生産量173,900t 

宮城県の牡蠣生産量は、震災以降、広島県の10万tに大きく溝を開けられてはいるが、用途別の

生食用牡蠣の生産量においては辛うじて全国1位をキープしている。しかし2011.3.11東日本大

震災後の宮城県内の養殖水産物の生産量は、平成24年以降徐々に回復は見せつつも、未だ震災

前の水準に戻っていない。最大の要因は生産者が激減した事。宮城県農林水産部の調べでは20

10年、養殖水産物７品目で4,205あった経営体が、2015年には2,521経営体まで減少している。

(2015年以降も、高齢化などの問題で減少が進んでいると推測される) 牡蠣養殖業は更に深刻

で、2010年に県内に1,141あった牡蠣生産者(経営体)数は2019年の統計で464経営体まで激減し

、剥き身生産量も2003年(H15)のピーク時の1/3まで落ち込んでいる。その為むき身価格の高騰

に歯止めがかかっておらず、これまでの取引は量販店の末端小売価格を相場に反映させ、適正

価格を維持する為のバランスがとられてきた。また価格を安定させる為に生産量等の調整が繰

り返し行われ、一次産業側と二次産業側(生産側と加工側)が支え合いの構図が成り立ってきた

が、現在は生産量が減少した事による価格の高騰に二次側がついて行けず、倒産に追い込まれ

た事業者や入札権を手放す事業者も後を絶たず、未だ回復の兆しを見せていないのが現状であ

る。下記図参 
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(２)牡蠣生産者数の減少 

宮城県内の牡蠣生産者数は宮城県農林水産部の調べでも明確になっているように、震災以降半

減している。令和元年度、宮城県漁協の調べでは、県内の北部海域・中部海域・南部海域を合

わせ、牡蠣処理場は62施設あるが、経営体数は1,141(H22)から406までは減少しており、生産

者の高齢化や担い手不足の問題もあり、今後も減少傾向は続くと予測される。また現在の1経

営体当りの生産金額も680万円(H26)と低い水準となっている。(下記図参照) 

 

                         宮城県農林水産部（平成27年8月） 

このため、宮城県が掲げた「宮城県養殖振興プラン」品目別の具体的な取組み内容に「カキむき

従事者が十分に確保できるまでの、加工業者･流通販売業者と連携した殻付カキの出荷体制の整

備支援・殻付き出荷用のカキの育成・販売など、消費者ニーズの多様化への対応が必要」とある

ことなどから、剥き身生産が主体となってきたこれまでのビジネスモデルから、人手を必要とし

ない殻付き牡蠣の流通量を増加させていくことは、従来の販売制度を維持･活用しながら、販売

形態の多様化を図ることに繋がり、宮城県産牡蠣の販路の回復及び拡大に貢献できると考える。 

 

(３)牡蠣の出荷サイクルについて 

宮城県内で行われている牡蠣養殖から流通までの仕組みについて触れてみるが、生産者は割り

当てられた海域に養殖筏を設置し、種苗をロープに挟み込み 1～2 年をかけて垂下式養殖法で養

殖する。収穫時期は国内需要期である冬期の 10 月から 3 月で、共同牡蠣処理場にて家族や親戚

(剥き子)の手を借りながら生産者自らが剥き身にする。その後宮城県漁協の入札会場に運ばれ、

入札者(加工業者)がセリ落とす。加工業者によってパッキング商品化された牡蠣は、翌日には量

販店などの店頭に並ぶという仕組みが半世紀以上続いている。4 月以降は国内需要が無くなるこ

とと、ルール上生食用剥き身は流通させる事がなくなる為、生産者は次のシーズンに向けての準

備に入る。震災以降、剥き身の生産量が減少している最大の要因は、生産者の減少に加え、剥き

子の高齢化や人手不足に依るところが大きく、剥き子の人数で処理できる量が大きく左右され

るため、生産者は確保出来る剥き子の人数に合わせて、その年の養殖数量を決めているのが現状

である。故に剥き子の人数が増えなければ、県内の牡蠣生産量が増加していかないという構図と
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なるが、牡蠣の生産量第一位の広島県は、牡蠣剥き作業従事者に早い段階から外国人実習制度を

取り入れ対応してきており、生産量も 10 万 t を下回ることなく安定した生産を続けている。 

 

下記図は宮城県で行われている 1 年間の牡蠣の収穫出荷サイクルを図解したものである。収穫

及び剥き処理が行われている時期は 10 月～翌 3 月の冬期のみで、日本国内の需要期に合わせた

体制が構築されている。 

 

一方で、牡蠣の生態を月毎にみると、「牡蠣は産卵のために栄養を蓄え、産卵のために栄養を使

い切る」を繰り返す。8 月下旬に産卵を終えた牡蠣は、一時的に痩せ細ってしまうが、翌年の産

卵期である 8 月に向けて、海水温が上がり始める頃から栄養を蓄えていく。そのため、宮城県海

域で育つ牡蠣の旬(ここで言う旬の定義は太ったクリーミーな牡蠣)は冬期ではなく、4 月から 7

月という事になり、需要期とのタイミングが合っていない事になる。4 月以降の春から夏にかけ

ての牡蠣は、国内需要がほとんどないため、出荷されずに養殖筏に吊り下げられたまま、次のシ

ーズンを待つことになる。 

 

（参考）牡蠣の産卵は海水温によって起きる現象で、海水温が低い地域(北海道の厚岸等やサロマ湖)では、牡

蠣がほとんど産卵しないため、１年を通して質の高い牡蠣が生産できている。また 3 倍体と通常の 2 倍体の

両方を生産することで、質の高い牡蠣を通年出荷している生産者もいる。日本では広島をはじめ一部産地で導

入されており、牡蠣生産の現場も多様化が進んでいる。 

 

本プロジェクトでは、日本と異なる牡蠣の食文化を持つ海外市場に着目し、リサーチの結果、世

界には牡蠣の食文化が 2 系統あり、１つは欧米を中心とした殻付きでの流通が主流で牡蠣を生

で食べる文化で、フランスやアメリカに多く、その文化圏では、一口で食べることができる小ぶ

りで形の綺麗な牡蠣が好まれる。2 つ目は加熱調理用で、料理の具材として剥き身での流通を主

流とする日本・韓国・中国などの東アジアの文化であり、より大きくクリーミーなものが好まれ、

写真（作業の様子） 

※肖像権保護のため写真の一部を加工しております。 



＜参 考＞ 

剥き身で流通するため殻の形はあまり問われない。なお、新興国が多い東南アジアでは、フラン

スやアメリカ、オーストラリアなどから活牡蠣として空輸され、ハイエンドなレストランなどで

供給されているほか、地元産の牡蠣が剥き身や殻付きなどで一年中流通しており、両方の食文化

が存在することが考えられる。そこで 2016 年より同市場に宮城県産牡蠣(4 月～7 月収穫)のプ

ロモーションを実施した結果、日本産というアドバンテージと和食文化ブームなどの追い風も

あり、現在はコンテナ単位で宮城県産冷凍牡蠣が輸出されるようになり、現在はシンガポール・

香港・台湾・タイ・ベトナム・ミャンマー・マレーシア・ＵＡＥなど 8 ヶ国向けに年間 100t 近

い冷凍殻付牡蠣を製造している。また昨年の 7 月にはベトナムのホーチミンシティーに現地法

人 YAMANAKA VITNAM を設立し、輸出入実務の簡略化と現地でのディストリビューション

も自社で行っていることから、ベトナム向けの輸出量は大幅に増加し、着実に MIYAGI OYSTER

のブランドは構築されている。また提携牡蠣生産者は OFF シーズンの 4 月～7 月に輸出向けの

殻付き牡蠣の出荷ができるようになった事で収益性も向上し、地域経済に寄与した取組みとな

っている。 

 

 

 

 

（３）宮城県の牡蠣の歴史 

宮城県の牡蠣養殖の歴史は古く、今からおよそ400年前に遡る。江戸時代初期に内海庄左衛門

（延宝四年＝1676＝没）が松島湾の野々島において「採るだけでは数が減る」と天然の稚貝を

拾い集めては海面に撒いたことが始まりとされている。(伝承、東北水研叢書第2号1952年)  

その後の1925年(大正14年)には、沖縄大宜味村出身で牡蠣養殖の父と言われた宮城新昌氏によ

り、近代的な養殖技術である垂下式採苗法と垂下式養殖法が考案され、1927年(昭和2年)石巻市

の万石浦において大規模な牡蠣養殖が始まり、日本国内における牡蠣養殖が飛躍的に発展する

素地となった。また現在の宮城県は種牡蠣生産においても一大生産地となっており、北海道か

ら九州までの各産地に移送され、国内の牡蠣養殖業においても重要な役割を担っている。 

 

 

(４)あまり知られていない宮城県産牡蠣の世界的な実績 

宮城県の国内の牡蠣生産量（原貝収穫量）は全国第２位の実績があり、生食用のむき身出荷数

4 月～7 月の OFF シーズン 
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量では全国第１位となっており、日本一の生食用牡蠣の生産地となっている。また歴史的な背

景としては、1900年代初頭に前述の宮城新昌氏により、種牡蠣を輸出する方法が確立されたこ

とで、宮城県(松島･石巻)からカナダや米国に大量の種牡蠣が輸出され、現地の牡蠣養殖を支え

た歴史がある。西海岸(カリフォルニア州トマレス湾)では、宮城県から輸出された種牡蠣が元

になった真牡蠣(パシフィックオイスター)が養殖生産されており、現在も｢ＭＩＹＡＧＩ ＯＹ

ＳＴＥＲ｣というブランド牡蠣として米国内で流通している。 

 

昨年のサンフランシスコ訪問時に撮影 

また1970年代には宮城県からフランスへ種牡蠣が輸出されている。世界でも有数の牡蠣消費国

フランスはでは、元々ブロン(ヨーロッパヒラガキ)と呼ばれるヨーロッパ種の牡蠣を古くから

養殖生産してきたが、1960年代に入り、海洋環境の変化による大量斃死で絶滅の危機に瀕した

。その為、1970～1973年の間に宮城県から環境変化に強い日本産の真牡蠣の稚貝1万トンがフ

ランスに移植され、フランスの牡蠣生産に大きく貢献した。日本産真牡蠣の新しい環境への優

れた適応能力により、フランスの牡蠣生産は急激に回復し、1990年代には生産量が15万トンに

達している。現在フランスでは「日本の牡蠣:Les huitres japonaises」と呼ばれており、フラ

ンス国内で生産されている牡蠣の80％以上が宮城のＤＮＡを受け継いだ真牡蠣である事はあま

り知られていない。また記憶に新しい「フランスお返しプロジェクト」これは東日本大震災の

津波の影響で壊滅状態に陥った宮城の牡蠣養殖を救おうと、フランス現地で財団が作られ、牡

蠣養殖に必要なロープやブイ等の資材が支援物資として被災地に届けられたもので、40年前の

恩返しの意味が込められた事業である。この事業はフランス政府及びフランス財団からの公式

な支援となっている。 

 

 

 

 

 

⑵ 活動の理念 

※メインテーマ，目標など，タイトルの説明等を記載してください。 

宮城県の牡蠣養殖事業は歴史的な背景は勿論のこと、実績を含め大変誇れるものであるが、近

年このような歴史的背景や実績は語り継がれる事も薄れており埋もれてしまっている。本プロ

ジェクトにおいては、これらのストーリーをブラッシュアップ、MIYAGI OYSTERのブラン

ド構築に積極的に活用している。 

写真（活動の様子） 

※肖像権保護のため写真は 

掲載しておりません。 

写真（活動の様子） 

※肖像権保護のため写真は 

掲載しておりません。 



＜参 考＞ 

⑶ 活動の内容 

※具体的な活動の内容，方法等を記載してください。 

※必要に応じて活動内容に関する資料（写真,記事,チラシ等）を添付ください。 

基本的には 2016年以降、東南アジアを中心に開催されてきた見本市や商談会を中心に積極的に参 

加して宮城県産の水産物及び MIYAGI OYSTER のプロモーションを行ってきた。ブランディン 

グよりも先に現地パートナー見つけ、提携することが重要であると認識しており、行政や JETRO、 

金融機関などの支援を受けて、参加してきた見本市や商談会・招聘事業などを時系列で箇条書きし 

ます。出展した国には 90％の確率で MIYAGI OYSTER の輸出に成功しており、その認知度も 

向上している。 

 

2016．6.25 台湾 FOODTAIPEI 

  
初めての海外展示会出展。台湾 FOODTAIPEI の JETROJAPANパビリオンへの出展が採択され、宮城 

県産の水産品を PR。同時にマーケット調査を行う。 

 

2016.8.30 ベトナムハノイ･ホーチミン食品輸出商談会 

  
ベトナム進出の足掛かりを求めて JETRO主催の商談会へ初出展。ブースを訪れる各バイヤーから 

のヒヤリングで、ベトナム国内での牡蠣マーケットの情報を入手。日本産牡蠣は、ほとんど流通し 

ていない事が判明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 略 

写真（活動の様子） 

※肖像権保護のため写真は 

掲載しておりません。 

写真（活動の様子） 

※肖像権保護のため写真は 

掲載しておりません。 



＜参 考＞ 

⑷ 活動の成果 

※「ブランド化」の実現度（同種の食品と比較し有利販売，髙値販売が実現されている，商品の認知度，好感

度，満足度が確立されている，生産者及び製造者に対する信頼・支持・評価が確立されている 等）について

記載してください。 

シンガポール・ベトナム・タイ市場においては、日本の冷凍殻付牡蠣が市場で流

通していない 2016 年頃からのプロモーション活動を行ってきた。4 年経過した

現在は、各国に年間 4コンテナ以上輸出されており、同市場においては既に日本

の牡蠣イコール「MIYAGI OYSTER」がマーケットに定着している。 

また日本国内での宮城県産殻付牡蠣の流通価格が¥300～400/kg であるのに対

し、CIF¥520/kg で落ち着いている。単発ではなく継続してオーダーが入ってい

ることから、クオリティ-及び価格帯についても満足していただいていると感じ

ている。また宮城県の提携牡蠣生産者 12 名は、冬場は国内向けの剥き身牡蠣の

生産に加え、OFFシーズンとなる 4月～8 月に輸出用冷凍殻付牡蠣の供給になる

為、収益性が大幅に向上し、今後も増産していく計画である。招聘もこの 3ヶ国

にロシアが加わり、毎年春から夏にかけて宮城県女川町を訪れ、漁場の視察会を

行っており、パートナー企業･レストラン関係者等からの評価が高い。その際、

家族を連れてくるバイヤーがいるなど、好感度の高さが伺える。 

⑸ 今後の活動の見込み 

※これからの取組の目標，将来への抱負などを記載してください。 

今後の展開としては、2国間協定により、日本の殻付牡蠣を輸出できる国とでき

ない国が明確に定められている。米国・豪州・ＥＵには現状輸出する事が出来な

い。その為、今後の戦略としては 2つあり、1つ目は冷凍殻付牡蠣については中

東･南米・フィリピン・インドネシア・カンボジア・ミャンマーをターゲット国

に設定している。また香港市場については、冷凍ではなく活牡蠣がフランス・ア

メリカ・カナダ・オーストラリアなどから、年間 5,000ｔ以上空輸されているな

ど、マーケットが成熟しており、冷凍殻付牡蠣で切り開くのは難しいと判断して

いる。とは言え魅力的な市場であることは変わりなく、欧米の牡蠣に匹敵する牡

蠣を生産するところからスタートしなければならず、根本的に養殖方法から変え

ていく必要がある。今年 8月に農林水産省より採択された、GFPグローバル産地

づくり推進事業では、オーストラリア式のバスケット養殖とフランス式の干潟養

殖のハイブリット式の牡蠣養殖を浅海である松島湾で行い、マーケットインの考

え方から、香港市場で需要の高い生存期間の長い小ぶりの牡蠣を生産する計画で

ある。来年には試験輸出と香港バイヤーの招聘。また 2022 年には香港及びロシ

アに本格的な活牡蠣の輸出がスタートさせる計画である。その際のブランド名は

更に付加価値を高めるために「ROYAL MIYAGI」に決定している。これが 2つ

目の計画である。 

 

 

 

 



＜参 考＞ 

６ 活動のＰＲ 

ポイント 

※上記活動等の詳細欄に記載した内容のうち，特に PRしたい点を箇条書きにしてください。 

前政権が掲げた 2020年の農林水産品輸出額 1兆円は未達ではあったが、2014年

以降、輸出額は倍増している。それらを牽引しているのが帆立貝で、日本酒や養

殖真珠などが後に続いている。近年、国内の食品事業者も輸出に対する意識は高

くなってきているが、ＨＡＣＣＰなどの国際衛生管理基準の整備や、農作物や加

工品の場合は、相手国で許可されていない農薬や食品添加物の使用などが、未だ

障壁として残っている。また直接輸出を行いたいが、貿易実務の煩雑さなどから、

国内商社頼みになるケースがほとんどで、商社が気に入ってくれた商品でなけれ

ば振るいに掛けられてしまい、スタートラインに着くことすらできない。本当の

意味でのマーケットインとは、現地の見本市や商談会に幾度となく赴き、現地日

系企業ではなく現地のローカルバイヤーや飲食店関係者からその国のニーズを

引き出すことが最も重要であると考えている。海外をターゲットにしている私達

は、先ずは現地パートナーを見つけ、マーケットに入り込む作業が先で、ブラン

ディングは現地マーケットに合わせたその先のアクションという位置づけで活

動をしている。 

 

①ブランド展開したいターゲット国を絞り込む 

②積極的に見本市や商談会への参加 

③現地マーケットのニーズを引き出す 

④日系ではなく、現地系バイヤーとのパートナーシップを構築 

⑤パートナーとの戦略立てとブランディング 

⑥ＳＮＳ等のメディア戦略 

⑦川下のレストランなどでのプロモーションなど 

⑧国際認証取得（ＨＡＣＣＰ・ＡＳＣ・ＭＳＣなど） 

⑨行政との連携などで、パートナーに対するプレゼンスを上げる 

⑩MIYAGI OYSER PROJECT の新戦略で牡蠣フライを提案 

 

７ 連携してい

る団体等 

※活動主体と連携して取り組んでいる団体等について記載してください。 

宮城県漁業協同組合・YAMANAKA VIETNAM・CSR（ｺﾝﾌｪﾃﾞﾚｰｼｮﾝ ｵﾌﾞ ｻｲｺﾞﾝﾚｽﾄﾗﾝ組

合）KUNAKORN(タイコンサイニー)・東北･食文化輸出推進事業協同組合･センコ

ン物流株式会社・日中物産合同会社・北海運輸株式会社・仙台国際空港株式会

社・NAXJAPAN株式会社 

 

⑴ 受賞歴等 

 

※当該活動に受賞歴等がある場合には記載してください。 

2019年 12月 農林水産大臣賞受賞 

「持続可能な養殖法で生産された水産物を世界へ」 

⑵ メディア 

紹介 

※各種メディアで紹介された実績を記載してください。 

2014.3.24 水産新聞   2018.7.15  河北新報 

2014.7.4   仙台放送   2018.7.31  ＮＨＫワールド 

2016.5.23  フジテレビ    2019.3.11  日本経済新聞 

2016.6.18  読売新聞   2019.4.29  日本経済新聞 



＜参 考＞ 

2016.11.20 ＮＨＫ    2019.12.18 水産経済新聞 

2017.3.18 河北新報   2019.12.18 みなと新聞 

2017.11.11 河北新報   2020.2.5   河北新聞 

2018.5.20  河北新報   2020.2.17  ＮＨＫ 

2018.6.14  ＫＨＢ    2020.2.18  日本経済新聞 

2018.6.18 水産新聞 

2018.6.23  水産新聞 

⑶ 活動資金 

※右記の該当する

欄に○をつけてく

ださい。 

〇 

国，県，市町村等の補助事業 

事業名：経済産業省 JAPANブランド育成支援事 

業 2017･2018年採択 

事業名：農林水産省 GFPグローバル産地づくり推進事

業 

 民間団体・企業からの助成 

〇 自己資金・その他（            ） 

⑷ 実績値 ※実績値が明らかな場合は別表に数値を記載してください。 

 

  



＜参 考＞ 

 

 別表 ブランド化部門  

 

１ 過去５年間の活動実績 

※ブランド化の実績が複数の場合はそれぞれ記載してください。 

(                      ) 

 ブランド化した 

農林水産物，商品名 

販売単価 販売数量 取扱額 

（千円） 

従来品の参考販売単価 

2017年度 宮城県産牡蠣 520円/kg   350円/kg 

2018年度 宮城県産牡蠣 520円/kg   350円/kg 

2019年度 宮城県産牡蠣 520円/kg   350円/kg 

   年度      

   年度      

 

(                      ) 

 ブランド化した 

農林水産物，商品名 

販売単価 販売数量 取扱額 

（千円） 

従来品の参考販売単価 

   年度      

   年度      

   年度      

   年度      

   年度      

 

 

２ 全体の合計額 

 取扱額（千円） 

2017年度  

2018年度  

2019年度  

   年度  

 年度  

 

非公開情報 

非公開情報 


