
番号 企業名 商品名 写真 手軽 気軽
選定商品数

（合計）

1

日本水産株式会社
大嶋　俊

Email:oshima@nissui.co.jp
TEL:03-6206-7655

ローソンセレクト
いわしの生姜煮

電子レンジで温めるだけで簡単にいわしの生姜
煮が召し上がれます。

十分に加熱してありますので、骨まで丸ごと召し
上がれます。

5

2

土佐大月海産
中野　美和

Email:osakana@mb.gallery.ne.jp
TEL:0880-62-4001

鰤そぼろ（しょうゆ） 調理などの手間なく、そのまま食べられます。
ご飯にふりかけるなど、身近な料理に使ってい
ただけます。

6

3

株式会社バンノウ水産
遠藤　伸幸

Email:endou2@colowide.co.jp
TEL:03-6278-8933

まぐろナゲット

油調済みの為、解凍だけでもお召し上がり頂け
ます。
（その他、オーブントースター・電子レンジ・揚げ
調理で簡単に調理可能）

本商品は加熱しても魚独特の嫌な臭いもなく、
大変気軽に魚を取ることが出来ます。魚嫌いな
お子様にもお奨めです。

1

4

株式会社ヤイチ
三浦　泰子

Email:t-miura@hachinohe-
yaichi.com

TEL:0178-33-8181

バジル香る
いわしのアヒージョ

レトルト加工していますので賞味期限は常温保
存で１８０日です。レンジや湯せんで温めてその
まますぐに食べられます。骨まで丸ごと食べら
れます（自分で魚のアヒージョを作ると骨が気に
なります）。

缶詰よりもゴミも少なく、レトルト加工なので常温
で保存でき、骨まで気にせず食べられます。

1

5

八重丸水産株式会社
中野　陽美

Email:yaemaru@mb.gallery.ne.jp
TEL:0880-77-1220

きびなごジャポン
調理の手間なく、袋を開けてすぐに食べられま
す。

食べきりサイズに仕上げました。 3

6

全国漁業協同組合連合会
島田　泰典

Email:y-shimada@zengyoren.jf-
net.ne.jp

TEL:047-435-3882

国産サバを使った
甘辛南蛮カツ

油ちょう・味付け済みの商品ですので、購入後
はそのままもしくはレンジで温めてお召し上がり
いただけます。
万人受けする甘辛の南蛮たれで調味しておりま
すので、味付けに悩むこともございません。

食べやすい一口サイズのカツを、お手軽価格で
お召し上がりいただけます。
複数個盛り付けてメインのおかずにする他、お
弁当の1具材として、気軽なおつまみとして等、
幅広いシーンでご使用頂けます。

3
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7

若女食品株式会社
中村　功

Email:i.nakamura@wakashoku.jp
TEL:0855-52-2468

魚なゲット　柚子風味 加熱済みなので、そのまま食べられます。 骨がないので、気にせずおいしく食べられます。 1

8

株式会社葵食品
中嶋　秀元

Email:nhidemoto@aoi-foods.co.jp
TEL:0766-63-4114

熟成さばのなめろう
味噌と青魚の刺身を叩いた漁師料理のなめろ
う。冷凍瓶詰めにしてありますので解凍するだ
けで召し上がれます。

本格発酵させ、一流の料理人も認める熟成さば
を叩いて作ったなめろうをお手頃価格で召し上
がっていただけます。

1

9

有川町漁業協同組合
江濱　真一郎

Email:s.ehama@arikawa-fish.net
TEL:0959-42-3401

さんま浜煮
気密性容器に密封し加圧加熱殺菌しております
ので、開封後そのまま食べる事ができます。

内容量も２人前程ですので、小家族にも適して
おります。また、商品価格も購入しやすく、長期
保存が可能。

2

10

株式会社Ｍｉｚｋａｎ
一柳　圭

Email:keiitiyanagi@mizkan.co.jp
TEL:03-3555-2606

Ｍｉｚｋａｎ　味ぽん®
日ごろ使っている味ぽんで３0分以内に作れる
料理です。

発売して50年以上多くの方に愛され、使い続け
ていただいている商品です。

6

11

うね乃株式会社
豊山　琴美

Email:toyoyama@odashi.com
TEL:075-671-2121

かつお味噌節
お酒のおつまみとしてそのまま切ってお召しあ
がりいただけます。

ほぐしてサラダや炒め物、パスタ等幅広く簡単
に調理して楽しめます。

1

12

有限会社コマツ商店
小松　広弥

Email:hiroya26jp1985@gmail.com
TEL:0192-54-3072

骨まで食べられる
サバの味噌煮

加熱調理済ですので、湯煎してお皿に盛りつけ
るだけでお召し上がりいただけます

脂がたっぷりのったサバを骨まで軟らかく、甘め
の味噌だれで調理して、お子様から大人まで美
味しく食べられるように仕上げました

2
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13

秋元水産株式会社
秋元　一視

Email:kazumi.akimoto@akimoto-
suisan.co.jp

TEL:055-967-0001

塩無添加　すこやか
食べる小魚

調理は一切不要で、魚をそのまま丸ごと食べれ
ます。

価格の値ごろ感と利便性を意識して、容量は
40gで少量にしております。バリア性のある包装
資材を使用しているため、常温保存で賞味期限
(未開封)は1年間です。袋にはチャックを付けて
おり、食べかけでも保存しやすく便利です。

1

14

株式会社山一商店
室井 貴峰

Email:info@yama1.in
TEL:0879-62-0247

黒鯛イタリアンリゾット
冷凍状態から器ごと電子レンジで約2分30秒温
めるだけで出来上がり

真空パック冷凍保管なので長期間保存でき、食
べたいときに気軽に調理

5

15

株式会社キョーワ
奈尾　佐季

Email:design@cookmasato.com
TEL:0875-56-6700

瀬戸内の伊吹島
釜揚げいりこ醤油焼

（希少糖入）

冷凍保管で1年保管可能。香川県伊吹島の漁
師料理”いわしの釜揚げ”を、年間を通じ食べた
い時に手軽に満喫できる。

必要な量だけ自然解凍で食せる。　またレンジ
で温めることで、さらにおいしくお召し上がりいた
だける。

2

16

マルヨ食品株式会社
尾崎　司郎

Email:maruyo@maruyo-food.co.jp
TEL:0796-36-0215

ほたるいかの素干 酒の肴として。 お子様のおやつにも。 1

17

有限会社かねはち
杉本　幸仁

Email:s@kanehachi51.co.jp
TEL:055-952-0001

金目鯛のやわらか煮
付け

調理の手間がなく、湯煎で温めるだけでいつで
も簡単に食卓に出せ美味しく頂ける。

保存方法も常温保存の為保管スペースを気に
しなくて済み、食事のおかずが足りない時に時
間をかけず、すぐ食卓に並べられる。

2

18

田子の浦漁業協同組合
栗田　岳志

Email:tagonoura-gk@tx.thn.ne.jp
TEL:0545-61-1004

田子の浦しらす　冷凍
生しらす

袋ごと流水解凍後、袋ごと氷水に漬けて冷やし
て出来上がり。セットしたらほぼ放置、15分くら
いで完了、他の調理を行いながら、簡単におか
ずやおつまみの一品が出来上がります。

１パック８００円で、家族３～４人なら５０ｇほどず
つ小鉢一品、家族２人なら１００ｇずつ生しらす
丼、１人なら贅沢に２００ｇまるごと生しらす丼富
士山盛りを楽しめます。幼児から老人まで幅広
くお召し上がりいただけます。

1
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19

マルトモ株式会社
竹田　睦宏

Email:takeda_yoshihiro@hn.marut
omo.co.jp

TEL:089-982-1151

減塩食べるにぼし
40ｇ

そのまま食べることができる。
買いやすい価格帯、食べきることができる内容
量。

2

20

株式会社極洋
藤戸　謙一

Email:kenichi_fujito@kyokuyo.co.j
p

TEL:03-5545-0710

熟成紅鮭焼きほぐし

2日間漬込み熟成し、旨味を最大限に引き出し
た紅鮭をじっくり焼き上げた後ほぐしているの
で、開封後、そのままお召し上がりいただけま
す。

想定売価４９８円（税抜）と購入しやすい売価と
なっております。

2

21
三﨑丸

太田 松志
TEL:0875-83-6926

さぬき　さつまライス
（カレー味）

カレーライスと同じように一度に大量に仕込ん
で、ごはん、パンに使用できます

一人前ずつ簡単に冷凍保存できます 1

22

株式会社藪水産
船田　裕亮

Email:h-senda@mc.pikara.ne.jp
TEL:087-871-1910

讃岐さーもん　味噌マ
ヨ煮込み

解凍する手間がいらず、冷凍のまま袋ごと電子
レンジで調理可能です。
調理時間を大幅に短縮でき、メイン料理として
提供できます。

1食ごとに袋分けされているので、人数が変わり
やすい場合でも手軽に起用できます。
ご飯との相性が良く、讃岐サーモン特有の絶妙
な脂ののり加減と味噌・マヨネーズのコクのある
まろやかなソースがマッチした商品です。

1

23

有限会社中村家
佐藤　朗

Email:s.nakamuraya@gmail.com
TEL:0193-25-0070

わかめとほたてのグ
ラタン

電子レンジで1分温めるだけで美味しいグラタン
がお召上がりになれます。

ご家庭で中村家の名物商品を簡単にお召し上
がりいただけます。

10

24

イオントップバリュ株式会社
広瀬　哲也

Email:te_hirose@aeonpeople.biz
TEL:043-212-6122

トップバリュグリーン
アイナチュラル　ＭＳ
Ｃ認証紅鮭ほぐし身

鮭を焼く必要もなくそのままお召し上がれます。
忙しい朝も手軽にご使用頂けます。
また、包材は、ジップ式ですので、保存にも便利
です。

骨も除去してありますので、お子様にもお気軽
にお召し上がり頂けます。

6



番号 企業名 商品名 写真 手軽 気軽
選定商品数

（合計）

ファストフィッシュ商品（第１8回【平成30年３月１日】選定・公表）

25

一正蒲鉾株式会社
山崎　美佳
Email:mika-

yamazaki@ichimasa.co.jp
TEL:025-270-7173

うなる美味しさうな次
郎

そのまま電子レンジで温めるだけで召し上がれ
ます。

うなぎの蒲焼風に仕上げてありますので、うなぎ
蒲焼の替わりに毎日のおかずとして楽しめま
す。

2

26

株式会社宝幸
野中　唯香

Email:y.nonaka.hko@nipponham.c
o.jp

TEL:0178-20-2140

レトルトお魚屋さんの
さば味噌煮

開けてすぐに食べることができます。一口で食
べられるサイズにカットしているため、大変食べ
やすいです。

加圧加熱殺菌されているため、骨までおいしく
食べることができます。
また食べきりサイズで、おかず、おつまみ、お弁
当など様々なシーンに利用できます。

4

72

※手軽と気軽の内容については、応募者からのコメントを記載しております。
※選定商品数の詳細については、別添ファイルをご覧ください。


