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2．生産者・販売者・開発者のオンライン交流会
資料１

①オンライン交流会 1月10日～3月26日までに50回を開催。累計239人が参加。

No. 開催日 時間 生産者 社名/屋号 ご担当者 産地 取扱商品 参加人数

1
1/10(日) 16:00〜17:00 officeS 代表 白浜 修平様 北海道目梨郡羅臼町 ホッケ、スケソウダラ、マダラ、イカ、バフンウニ、マス、羅臼昆布、加工品 3

2
1/28(木) 14:30〜15:30 カキの阿部 飛龍丸 阿部 邦弘様 福岡県糸島市

牡蠣シーズン以外は、真鯛のゴチ網漁をいとなんでおります！5月から10月　真鯛、イサ

キ、サワラ、11月から4月　真牡蠣
1

3
1/28(木) 16:00〜17:00 糸島志摩岐志 カキ小屋 徳栄丸 山本 美希様 福岡県糸島市

10月から2月頃までが牡蠣。マダイ、レンコダイ、ヒオウギガイ、アマダイ　（干物加工

も可能）
2

4
1/29(金) 14:30〜15:30 福扇水産 木本様 和歌山県有田市

和歌山のプライドフィッシュにも認定されているシラス漁をメインに鮮度抜群なシラスを

全国配送で対応しております。
2

5
1/29(金) 16:00〜17:00 海結丸 村田 星哉様 山口県周防大島町 神経締め天然マダイ 3

6
2/3(水) 14:30〜15:30 宝丸 久保田 仁之様 東京都八丈島

八丈島　釣り漁師　樽ガツオやメダイ　アジ、キンメ、南方の珍魚（イラ、ベラなど）

1日3回漁にでるので鮮度はもちろん船上処置、梱包もかなり丁寧
15

7
2/3(水) 16:00〜17:00 有限会社結城水産 結城 嘉朗様 宮崎県 延岡市

養殖業。金寿カンパチ、島浦オナガグレ（クロメジナ）、シマアジ、イサキ、マダイ。こ

だわりの神経締め
14

8
2/3(水) 18:00〜19:00 香深漁業協同組合 青年部長 佐藤 芳行様 北海道礼文郡礼文町 昆布、うに、ホッケ、鮮魚 13

9
2/4(木) 14:30〜15:30 茂野 伸大様 鹿児島県大島郡瀬戸内町

水温が年間平均24度と温かい海。養殖は盛んで「クロマグロ養殖日本一」と言われてい

る真鯛、かんぱち（養殖）、うるめ、イラブチ、スジアラなど（天然） 奄美　釣

り漁師※同席鮮魚店

8

10
2/4(木) 16:00〜17:00 村政丸 村吉 政春様 千葉県船橋市 採貝業専門の漁師。三番瀬ホンビノス貝。規格外は100g以上のサイズ。 5

11
2/5(金) 15:00〜16:00 八千穂漁業 佐々木 信幸様 長野県南佐久郡 サケ科淡水魚の生産、販売(活魚、鮮魚)　※信州サーモン、イワナ、ヤマメ、ニジマス 3

12
2/6(土) 15:00~16:00 根室漁業協同組合 青年部長 横田 和馬様 北海道根室市 花咲ガニ、ジャンボホタテ、北海シマエビ、ゴソガレイ、サケ、カジカ他 2

13
2/8(月) 14:00〜15:00 昆布森漁業協同組合 青年部長 能登 崇様 北海道釧路郡 昆布、牡蠣 3

14
2/8(月) 16:00〜17:00 標津町 波心会 代表 林 強徳様 北海道標津町 刺網、定置網。鮭、北海シマエビ、つぶ貝、なまこ 2

15
2/9(火) 14:30〜15:30 夕凪水産 大永 健太様 山口県大島郡周防大島町

瀬戸内：マダイ、メバル、サザエ、タコ、アナゴ、アジ、太刀魚、クロアワビ。マダイが

おすすめ
3

16
2/12(金) 11:00〜12:00 舘浦漁業協同組合 藤永様 長崎県平戸市 シーラ、イカ 6

17
2/12(金) 14:00〜15:00 有限会社坂野水産 坂野様 長崎県平戸市 夏香　ぶり 7

18
2/15(月) 11:00〜12:00 さくら水産 納屋様 長崎県平戸市 うちわ海老 6

19
2/15(月) 14:00~15:00 ひらど新鮮市場 中島様 長崎県平戸市 クエ、タコ卵、ブリ／ヒラマサ／タイ等 8

20
2/16(火) 13:30~14:30 有限会社リョウセイ 流水 大慈様 長崎県佐世保市 ハーブ鯖 8

21
2/16(火) 16:00~17:00 株式会社金政水産 金子様 長崎県佐世保市 黒糖ふぐ 黒糖ぶり 6

22
2/17(水) 14:00~15:00 有限会社ヨネサ水産 米倉様 長崎県佐世保市 真鯛、マハタ、赤カマス、クロダイ、ウチワエビ 9

23
2/17(水) 16:00~17:00 株式会社まさるフーズ 矢代様 長崎県佐世保市 平政　ぶり　鯛　本鮪 6

24
2/25(木) 14:00~15:00 マルモ水産 末竹様 長崎県佐世保市 九十九島牡蠣 11

25
2/25(木) 14:30〜15:30 ー 五十嵐 真理様 北海道

日本最大の汽水湖であるサロマ湖で育った栄養満点の牡蠣、ホタテを出品！今の時期はス

ノーモービルに乗り漁場までいってます。
3

26
2/25(木) 16:00~17:00 有限会社粟島定置 高橋 修様 新潟県岩船郡粟島

粟島定置は新潟県の最北に位置する離島・粟島で、定置網漁を行い、季節ごとの旬な天然

魚をお届け。地元に愛され、粟島の暮らしを支える会社を目指されております
4

27
2/26(金) 14:30〜15:30 安部漁業部 安部 伸昭様 北海道紋別郡湧別町 元日本ハムサラリーマン脱サラしたマスオさん漁師　取り扱い魚種は1年牡蠣です 3

28
2/26(金) 16:00~17:00 合同会社フラットアワー 銭本 慧様 長崎県対馬市

長崎大学水産学部卒業、東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻博士後期過

程修了（環境学博士）。東京大学大学院大気海洋研究所特任研究員を経て対馬に移住し実

際に現地で漁師の生活を送りながら「持続可能な水産業の実現」を目指している

4

29
3/1(月) 14:00~15:00 RINC(リンク) 代表 藤村 亮太様 北海道野付郡別海町野付湾

12月〜5月はホタテ。3月から野付湾内にてチカ、コマイ、カレイ。6月と9月に

打たせ舟にて北海シマエビ。7月からマスの小定置網、9月から鮭の大定置網。
2

30
3/1(月) 15:00〜16:00 株式会社魚将（うおしょう） 代表取締役 渡邉 将様 静岡県伊東市 はがつお、オジサン、エボダイ、なまこ、金目鯛、鰤、マンタ 5

31
3/1(月) 17:00〜18:00 散布漁業協同組合(ちりっぷ) 青年部長 阿部 悠大様 北海道厚岸郡浜中町 養殖のウニとあさり。養殖のウニはGI制度の取得に向け浜中町自体で注力 4

32
3/2(火) 14:00〜15:00 株式会社キョーワ 代表取締役 加地 正人様 香川県三豊市豊中町

カタクチイワシ（夏）、真鯛・黒鯛（春〜秋）、鰆（春、秋）、スズキ（夏）、シイラ

（春〜秋）、豆アジ（春）、キビナゴ（春）、ハモ、カワハギ・ウマズラ、小海老、カツ

オ他

3

33
3/2(火) 14:00~15:00 白糠漁業協同組合（しらぬか） 雲津 知成様 北海道白糠郡

秋サケ（時知らず）、シシャモ、柳タコでして、他にもホッキ、カレイ、ツブなど水揚げ

されてます。雲津さんは、エゾバイツブ漁を行っている
3

34
3/2(火) 15:30〜16:30 七福丸 船長　坂本 浩一様 長崎県平戸市 イカ 12

35
3/3(水) 14:30〜15:30 株式会社イワムラ水産 岩村 雅弘様 北海道茅部郡 噴火湾産牡蠣 3

36
3/4(木) 14:00〜15:00 株式会社丸千 取締役 石原 亨佑様 香川県さぬき市

年間）真鯛、メバル、カサゴ、穴子、小エビ、メイタガレイ、舌平目（ゲタ）【春】イカ

ナゴ、タケノコメバル、サヨリ、讃岐さーもん、鰆、スズキ、コウイカ、オコゼ【夏】キ

ジハタ、キュウセン（ベラ）、キス、ベイカ、ハモ、セトダイ、マナガツオ、イボダイ

5

37
3/4(木) 16:00〜17:00 保志漁業 副代表 保志 弘一様 北海道広尾郡広尾町 毛ガニ、昆布 5

38
3/5(金) 14:00〜15:00 有限会社倉本水産 営業課長 光内 大輔様 香川県仲多度郡多度津町

自社船で水揚げし、活魚、鮮魚をすばやく選別、加工、箱詰めすることにより鮮度が抜群

です。

年中：真鯛、黒鯛、タコ　春：　鰆、キス、トラフグ　夏：マナガツオ、シラス　秋：ハ

3

39
3/5(金) 16:00~17:00 吉岡漁業部 吉岡 奨悟様 北海道茅部郡森町 高校卒業とともに漁師になり定置網、底建て網で北海道の美味しい鮮魚を出荷してます 4

40
3/6(土) 14:30〜15:30 株式会社安岐水産 代表取締役 安岐 麗子様 香川県さぬき市津田町

少量多品種、季節ごとに多くの魚種があがりますが、弊社では特に『讃岐でんぶく（ナシ

フグ）』『さぬき蛸（マダコ）』を冷凍技術を使い原料保存し、通年加工しています。
2

41
3/8(月) 14:00〜15:00 有限会社浜正水産 流水 大慈様 長崎県佐世保市小佐々町 いりこの種類、製造方法、漁師が伝える良いいりこの選び方と食べ方 5

42
3/9(火) 14:30〜15:30 大盛丸 大鋸（おおが） 晶江様 佐賀県

旦那さんが漁師、奥様が管理栄養士　芝エビ、コハダ、タイラギ、

ミルガイなどの漁をされてます
5

43
3/11(木) 14:00〜15:00 香川県県産品振興課 藤本 圭一様 香川県高松市

年間）真鯛、メバル、カサゴ、穴子、小エビ、メイタガレイ、舌平目（ゲタ）【春】イカ

ナゴ、タケノコメバル、サヨリ、讃岐さーもん、鰆、スズキ、コウイカ、オコゼ【夏】キ

ジハタ、キュウセン（ベラ）、キス、ベイカ、ハモ、セトダイ、マナガツオ、イボダイ

3

44
3/15(月) 16:00〜17:00 株式会社八栗（やくり） 寺田 圭佑専務 香川県高松市

えび、真鯛、白魚、ナシフグ、讃岐さーもん、豆アジ、太刀魚フィーレ等。大手寿司

チェーンとの取引あり
2

45
3/22(月) 14:00〜15:00 与力水産株式会社 有田 輝一様 高知県宿毛市

ゴマサバ、クロマグロ、メダイ、ヒラメ、イシダイ、マダイ、クロムツ、アオリイカ、黒

潮初カツオ、子持ちキビナゴ、イサギ、ヒメダイ、シマアジ、カサゴ、アオダイ、キンメ

ダイ、ヒメダイ、ハマダイ、ウメイロ、戻りカツオ、アマダイ、キハダマグロ、ゾウリエ

2

46
3/22(月) 16:00〜17:00 株式会社浜与本店 会長 濱崎 興吉様 三重県 伊勢市 海苔、牡蠣、サワラ、しらす、ワカメ、ちりめん、佃煮等 2

47
3/23(火) 14:00〜15:00 株式会社カジマ 代表取締役 梶間 桂子様 茨城県東茨城郡大洗町 タラバガニ、ズワイガニ、カニ加工品（冷凍コロッケ、その他冷凍食品） 2

48
3/23(火) 16:00〜17:00 池田漁業協同組合 濵田 勇様 香川県小豆郡

年中：真鯛(定置網・流し網・建網など)　春：鰆(流し網・一本釣)、メバル(建網)、ハリ

イカ(定置網・建網・いか巣)　夏：マナガツオ(流し網)、スズキ(定置網・一本釣など)

秋：タコ(たこつぼ)　冬：なまこ(底曳き網・いさり)　などが代表的な魚

2

49
3/25(木) 14:00〜15:00 四海漁業協同組合 田中 佑季様 香川県小豆郡

5月〜11月：鱧（ブランド名「小豆島 島鱧®」）

小豆島沖合で漁獲された鮮度の良いハモをお届けできます。
3

50
3/26(金) 14:00〜15:00 愛のくに　えひめ営業本部 営業主幹　八木 秀志様 愛媛県松山市

養殖魚　周年：マダイ・マグロ・シマアジ・スマ・スズキ　秋〜春：ブリ　春〜秋：カン

パチ　冬〜春：クエ・マハタ

天然魚　周年：サワラ・アナゴ　春〜秋：イサキ・カツオ　夏：トラハゼ　秋〜春：サヨ

2

2
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2/15(月) 14:00~15:00 ひらど新鮮市場 中島様 長崎県平戸市 クエ、タコ卵、ブリ／ヒラマサ／タイ等 8

20
2/16(火) 13:30~14:30 有限会社リョウセイ 流水 大慈様 長崎県佐世保市 ハーブ鯖 8

21
2/16(火) 16:00~17:00 株式会社金政水産 金子様 長崎県佐世保市 黒糖ふぐ 黒糖ぶり 6

22
2/17(水) 14:00~15:00 有限会社ヨネサ水産 米倉様 長崎県佐世保市 真鯛、マハタ、赤カマス、クロダイ、ウチワエビ 9

23
2/17(水) 16:00~17:00 株式会社まさるフーズ 矢代様 長崎県佐世保市 平政　ぶり　鯛　本鮪 6

24
2/25(木) 14:00~15:00 マルモ水産 末竹様 長崎県佐世保市 九十九島牡蠣 11

25
2/25(木) 14:30〜15:30 ー 五十嵐 真理様 北海道

日本最大の汽水湖であるサロマ湖で育った栄養満点の牡蠣、ホタテを出品！今の時期はス

ノーモービルに乗り漁場までいってます。
3

26
2/25(木) 16:00~17:00 有限会社粟島定置 高橋 修様 新潟県岩船郡粟島

粟島定置は新潟県の最北に位置する離島・粟島で、定置網漁を行い、季節ごとの旬な天然

魚をお届け。地元に愛され、粟島の暮らしを支える会社を目指されております
4

27
2/26(金) 14:30〜15:30 安部漁業部 安部 伸昭様 北海道紋別郡湧別町 元日本ハムサラリーマン脱サラしたマスオさん漁師　取り扱い魚種は1年牡蠣です 3

28
2/26(金) 16:00~17:00 合同会社フラットアワー 銭本 慧様 長崎県対馬市

長崎大学水産学部卒業、東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻博士後期過

程修了（環境学博士）。東京大学大学院大気海洋研究所特任研究員を経て対馬に移住し実

際に現地で漁師の生活を送りながら「持続可能な水産業の実現」を目指している

4

29
3/1(月) 14:00~15:00 RINC(リンク) 代表 藤村 亮太様 北海道野付郡別海町野付湾

12月〜5月はホタテ。3月から野付湾内にてチカ、コマイ、カレイ。6月と9月に

打たせ舟にて北海シマエビ。7月からマスの小定置網、9月から鮭の大定置網。
2

30
3/1(月) 15:00〜16:00 株式会社魚将（うおしょう） 代表取締役 渡邉 将様 静岡県伊東市 はがつお、オジサン、エボダイ、なまこ、金目鯛、鰤、マンタ 5

31
3/1(月) 17:00〜18:00 散布漁業協同組合(ちりっぷ) 青年部長 阿部 悠大様 北海道厚岸郡浜中町 養殖のウニとあさり。養殖のウニはGI制度の取得に向け浜中町自体で注力 4

32
3/2(火) 14:00〜15:00 株式会社キョーワ 代表取締役 加地 正人様 香川県三豊市豊中町

カタクチイワシ（夏）、真鯛・黒鯛（春〜秋）、鰆（春、秋）、スズキ（夏）、シイラ

（春〜秋）、豆アジ（春）、キビナゴ（春）、ハモ、カワハギ・ウマズラ、小海老、カツ

オ他

3

33
3/2(火) 14:00~15:00 白糠漁業協同組合（しらぬか） 雲津 知成様 北海道白糠郡

秋サケ（時知らず）、シシャモ、柳タコでして、他にもホッキ、カレイ、ツブなど水揚げ

されてます。雲津さんは、エゾバイツブ漁を行っている
3

34
3/2(火) 15:30〜16:30 七福丸 船長　坂本 浩一様 長崎県平戸市 イカ 12

35
3/3(水) 14:30〜15:30 株式会社イワムラ水産 岩村 雅弘様 北海道茅部郡 噴火湾産牡蠣 3

36
3/4(木) 14:00〜15:00 株式会社丸千 取締役 石原 亨佑様 香川県さぬき市

年間）真鯛、メバル、カサゴ、穴子、小エビ、メイタガレイ、舌平目（ゲタ）【春】イカ

ナゴ、タケノコメバル、サヨリ、讃岐さーもん、鰆、スズキ、コウイカ、オコゼ【夏】キ

ジハタ、キュウセン（ベラ）、キス、ベイカ、ハモ、セトダイ、マナガツオ、イボダイ

5

37
3/4(木) 16:00〜17:00 保志漁業 副代表 保志 弘一様 北海道広尾郡広尾町 毛ガニ、昆布 5

38
3/5(金) 14:00〜15:00 有限会社倉本水産 営業課長 光内 大輔様 香川県仲多度郡多度津町

自社船で水揚げし、活魚、鮮魚をすばやく選別、加工、箱詰めすることにより鮮度が抜群

です。

年中：真鯛、黒鯛、タコ　春：　鰆、キス、トラフグ　夏：マナガツオ、シラス　秋：ハ

3

39
3/5(金) 16:00~17:00 吉岡漁業部 吉岡 奨悟様 北海道茅部郡森町 高校卒業とともに漁師になり定置網、底建て網で北海道の美味しい鮮魚を出荷してます 4

40
3/6(土) 14:30〜15:30 株式会社安岐水産 代表取締役 安岐 麗子様 香川県さぬき市津田町

少量多品種、季節ごとに多くの魚種があがりますが、弊社では特に『讃岐でんぶく（ナシ

フグ）』『さぬき蛸（マダコ）』を冷凍技術を使い原料保存し、通年加工しています。
2

41
3/8(月) 14:00〜15:00 有限会社浜正水産 流水 大慈様 長崎県佐世保市小佐々町 いりこの種類、製造方法、漁師が伝える良いいりこの選び方と食べ方 5

42
3/9(火) 14:30〜15:30 大盛丸 大鋸（おおが） 晶江様 佐賀県

旦那さんが漁師、奥様が管理栄養士　芝エビ、コハダ、タイラギ、

ミルガイなどの漁をされてます
5

43
3/11(木) 14:00〜15:00 香川県県産品振興課 藤本 圭一様 香川県高松市

年間）真鯛、メバル、カサゴ、穴子、小エビ、メイタガレイ、舌平目（ゲタ）【春】イカ

ナゴ、タケノコメバル、サヨリ、讃岐さーもん、鰆、スズキ、コウイカ、オコゼ【夏】キ

ジハタ、キュウセン（ベラ）、キス、ベイカ、ハモ、セトダイ、マナガツオ、イボダイ

3

44
3/15(月) 16:00〜17:00 株式会社八栗（やくり） 寺田 圭佑専務 香川県高松市

えび、真鯛、白魚、ナシフグ、讃岐さーもん、豆アジ、太刀魚フィーレ等。大手寿司

チェーンとの取引あり
2

45
3/22(月) 14:00〜15:00 与力水産株式会社 有田 輝一様 高知県宿毛市

ゴマサバ、クロマグロ、メダイ、ヒラメ、イシダイ、マダイ、クロムツ、アオリイカ、黒

潮初カツオ、子持ちキビナゴ、イサギ、ヒメダイ、シマアジ、カサゴ、アオダイ、キンメ

ダイ、ヒメダイ、ハマダイ、ウメイロ、戻りカツオ、アマダイ、キハダマグロ、ゾウリエ

2

46
3/22(月) 16:00〜17:00 株式会社浜与本店 会長 濱崎 興吉様 三重県 伊勢市 海苔、牡蠣、サワラ、しらす、ワカメ、ちりめん、佃煮等 2

47
3/23(火) 14:00〜15:00 株式会社カジマ 代表取締役 梶間 桂子様 茨城県東茨城郡大洗町 タラバガニ、ズワイガニ、カニ加工品（冷凍コロッケ、その他冷凍食品） 2

48
3/23(火) 16:00〜17:00 池田漁業協同組合 濵田 勇様 香川県小豆郡

年中：真鯛(定置網・流し網・建網など)　春：鰆(流し網・一本釣)、メバル(建網)、ハリ

イカ(定置網・建網・いか巣)　夏：マナガツオ(流し網)、スズキ(定置網・一本釣など)

秋：タコ(たこつぼ)　冬：なまこ(底曳き網・いさり)　などが代表的な魚

2

49
3/25(木) 14:00〜15:00 四海漁業協同組合 田中 佑季様 香川県小豆郡

5月〜11月：鱧（ブランド名「小豆島 島鱧®」）

小豆島沖合で漁獲された鮮度の良いハモをお届けできます。
3

50
3/26(金) 14:00〜15:00 愛のくに　えひめ営業本部 営業主幹　八木 秀志様 愛媛県松山市

養殖魚　周年：マダイ・マグロ・シマアジ・スマ・スズキ　秋〜春：ブリ　春〜秋：カン

パチ　冬〜春：クエ・マハタ

天然魚　周年：サワラ・アナゴ　春〜秋：イサキ・カツオ　夏：トラハゼ　秋〜春：サヨ

2

3



2．生産者・販売者・開発者のオンライン交流会
資料１

①オンライン交流会 1月10日～3月26日までに50回を開催。累計239人が参加。

No. 開催日 時間 生産者 社名/屋号 ご担当者 産地 取扱商品 参加人数

1
1/10(日) 16:00〜17:00 officeS 代表 白浜 修平様 北海道目梨郡羅臼町 ホッケ、スケソウダラ、マダラ、イカ、バフンウニ、マス、羅臼昆布、加工品 3

2
1/28(木) 14:30〜15:30 カキの阿部 飛龍丸 阿部 邦弘様 福岡県糸島市

牡蠣シーズン以外は、真鯛のゴチ網漁をいとなんでおります！5月から10月　真鯛、イサ

キ、サワラ、11月から4月　真牡蠣
1

3
1/28(木) 16:00〜17:00 糸島志摩岐志 カキ小屋 徳栄丸 山本 美希様 福岡県糸島市

10月から2月頃までが牡蠣。マダイ、レンコダイ、ヒオウギガイ、アマダイ　（干物加工

も可能）
2

4
1/29(金) 14:30〜15:30 福扇水産 木本様 和歌山県有田市

和歌山のプライドフィッシュにも認定されているシラス漁をメインに鮮度抜群なシラスを

全国配送で対応しております。
2

5
1/29(金) 16:00〜17:00 海結丸 村田 星哉様 山口県周防大島町 神経締め天然マダイ 3

6
2/3(水) 14:30〜15:30 宝丸 久保田 仁之様 東京都八丈島

八丈島　釣り漁師　樽ガツオやメダイ　アジ、キンメ、南方の珍魚（イラ、ベラなど）

1日3回漁にでるので鮮度はもちろん船上処置、梱包もかなり丁寧
15

7
2/3(水) 16:00〜17:00 有限会社結城水産 結城 嘉朗様 宮崎県 延岡市

養殖業。金寿カンパチ、島浦オナガグレ（クロメジナ）、シマアジ、イサキ、マダイ。こ

だわりの神経締め
14

8
2/3(水) 18:00〜19:00 香深漁業協同組合 青年部長 佐藤 芳行様 北海道礼文郡礼文町 昆布、うに、ホッケ、鮮魚 13

9
2/4(木) 14:30〜15:30 茂野 伸大様 鹿児島県大島郡瀬戸内町

水温が年間平均24度と温かい海。養殖は盛んで「クロマグロ養殖日本一」と言われてい

る真鯛、かんぱち（養殖）、うるめ、イラブチ、スジアラなど（天然）　　　　奄美　釣

り漁師※同席鮮魚店

8

10
2/4(木) 16:00〜17:00 村政丸 村吉 政春様 千葉県船橋市 採貝業専門の漁師。三番瀬ホンビノス貝。規格外は100g以上のサイズ。 5

11
2/5(金) 15:00〜16:00 八千穂漁業 佐々木 信幸様 長野県南佐久郡 サケ科淡水魚の生産、販売(活魚、鮮魚)　※信州サーモン、イワナ、ヤマメ、ニジマス 3

12
2/6(土) 15:00~16:00 根室漁業協同組合 青年部長 横田 和馬様 北海道根室市 花咲ガニ、ジャンボホタテ、北海シマエビ、ゴソガレイ、サケ、カジカ他 2

13
2/8(月) 14:00〜15:00 昆布森漁業協同組合 青年部長 能登 崇様 北海道釧路郡 昆布、牡蠣 3

14
2/8(月) 16:00〜17:00 標津町 波心会 代表 林 強徳様 北海道標津町 刺網、定置網。鮭、北海シマエビ、つぶ貝、なまこ 2

15
2/9(火) 14:30〜15:30 夕凪水産 大永 健太様 山口県大島郡周防大島町

瀬戸内：マダイ、メバル、サザエ、タコ、アナゴ、アジ、太刀魚、クロアワビ。マダイが

おすすめ
3

16
2/12(金) 11:00〜12:00 舘浦漁業協同組合 藤永様 長崎県平戸市 シーラ、イカ 6

17
2/12(金) 14:00〜15:00 有限会社坂野水産 坂野様 長崎県平戸市 夏香　ぶり 7

18
2/15(月) 11:00〜12:00 さくら水産 納屋様 長崎県平戸市 うちわ海老 6

19
2/15(月) 14:00~15:00 ひらど新鮮市場 中島様 長崎県平戸市 クエ、タコ卵、ブリ／ヒラマサ／タイ等 8

20
2/16(火) 13:30~14:30 有限会社リョウセイ 流水 大慈様 長崎県佐世保市 ハーブ鯖 8

21
2/16(火) 16:00~17:00 株式会社金政水産 金子様 長崎県佐世保市 黒糖ふぐ 黒糖ぶり 6

22
2/17(水) 14:00~15:00 有限会社ヨネサ水産 米倉様 長崎県佐世保市 真鯛、マハタ、赤カマス、クロダイ、ウチワエビ 9

23
2/17(水) 16:00~17:00 株式会社まさるフーズ 矢代様 長崎県佐世保市 平政　ぶり　鯛　本鮪 6

24
2/25(木) 14:00~15:00 マルモ水産 末竹様 長崎県佐世保市 九十九島牡蠣 11

25
2/25(木) 14:30〜15:30 ー 五十嵐 真理様 北海道

日本最大の汽水湖であるサロマ湖で育った栄養満点の牡蠣、ホタテを出品！今の時期はス

ノーモービルに乗り漁場までいってます。
3

26
2/25(木) 16:00~17:00 有限会社粟島定置 高橋 修様 新潟県岩船郡粟島

粟島定置は新潟県の最北に位置する離島・粟島で、定置網漁を行い、季節ごとの旬な天然

魚をお届け。地元に愛され、粟島の暮らしを支える会社を目指されております
4

27
2/26(金) 14:30〜15:30 安部漁業部 安部 伸昭様 北海道紋別郡湧別町 元日本ハムサラリーマン脱サラしたマスオさん漁師　取り扱い魚種は1年牡蠣です 3

28
2/26(金) 16:00~17:00 合同会社フラットアワー 銭本 慧様 長崎県対馬市

長崎大学水産学部卒業、東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境学専攻博士後期過

程修了（環境学博士）。東京大学大学院大気海洋研究所特任研究員を経て対馬に移住し実

際に現地で漁師の生活を送りながら「持続可能な水産業の実現」を目指している

4

29
3/1(月) 14:00~15:00 RINC(リンク) 代表 藤村 亮太様 北海道野付郡別海町野付湾

12月〜5月はホタテ。3月から野付湾内にてチカ、コマイ、カレイ。6月と9月に

打たせ舟にて北海シマエビ。7月からマスの小定置網、9月から鮭の大定置網。
2

30
3/1(月) 15:00〜16:00 株式会社魚将（うおしょう） 代表取締役 渡邉 将様 静岡県伊東市 はがつお、オジサン、エボダイ、なまこ、金目鯛、鰤、マンタ 5

31
3/1(月) 17:00〜18:00 散布漁業協同組合(ちりっぷ) 青年部長 阿部 悠大様 北海道厚岸郡浜中町 養殖のウニとあさり。養殖のウニはGI制度の取得に向け浜中町自体で注力 4

32
3/2(火) 14:00〜15:00 株式会社キョーワ 代表取締役 加地 正人様 香川県三豊市豊中町

カタクチイワシ（夏）、真鯛・黒鯛（春〜秋）、鰆（春、秋）、スズキ（夏）、シイラ

（春〜秋）、豆アジ（春）、キビナゴ（春）、ハモ、カワハギ・ウマズラ、小海老、カツ

オ他

3

33
3/2(火) 14:00~15:00 白糠漁業協同組合（しらぬか） 雲津 知成様 北海道白糠郡

秋サケ（時知らず）、シシャモ、柳タコでして、他にもホッキ、カレイ、ツブなど水揚げ

されてます。雲津さんは、エゾバイツブ漁を行っている
3

34
3/2(火) 15:30〜16:30 七福丸 船長　坂本 浩一様 長崎県平戸市 イカ 12

35
3/3(水) 14:30〜15:30 株式会社イワムラ水産 岩村 雅弘様 北海道茅部郡 噴火湾産牡蠣 3

36
3/4(木) 14:00〜15:00 株式会社丸千 取締役 石原 亨佑様 香川県さぬき市

年間）真鯛、メバル、カサゴ、穴子、小エビ、メイタガレイ、舌平目（ゲタ）【春】イカ

ナゴ、タケノコメバル、サヨリ、讃岐さーもん、鰆、スズキ、コウイカ、オコゼ【夏】キ

ジハタ、キュウセン（ベラ）、キス、ベイカ、ハモ、セトダイ、マナガツオ、イボダイ

5

37
3/4(木) 16:00〜17:00 保志漁業 副代表 保志 弘一様 北海道広尾郡広尾町 毛ガニ、昆布 5

38
3/5(金) 14:00〜15:00 有限会社倉本水産 営業課長 光内 大輔様 香川県仲多度郡多度津町

自社船で水揚げし、活魚、鮮魚をすばやく選別、加工、箱詰めすることにより鮮度が抜群

です。

年中：真鯛、黒鯛、タコ　春：　鰆、キス、トラフグ　夏：マナガツオ、シラス　秋：ハ

3

39
3/5(金) 16:00~17:00 吉岡漁業部 吉岡 奨悟様 北海道茅部郡森町 高校卒業とともに漁師になり定置網、底建て網で北海道の美味しい鮮魚を出荷してます 4

40
3/6(土) 14:30〜15:30 株式会社安岐水産 代表取締役 安岐 麗子様 香川県さぬき市津田町

少量多品種、季節ごとに多くの魚種があがりますが、弊社では特に『讃岐でんぶく（ナシ

フグ）』『さぬき蛸（マダコ）』を冷凍技術を使い原料保存し、通年加工しています。
2

41
3/8(月) 14:00〜15:00 有限会社浜正水産 流水 大慈様 長崎県佐世保市小佐々町 いりこの種類、製造方法、漁師が伝える良いいりこの選び方と食べ方 5

42
3/9(火) 14:30〜15:30 大盛丸 大鋸（おおが） 晶江様 佐賀県

旦那さんが漁師、奥様が管理栄養士　芝エビ、コハダ、タイラギ、

ミルガイなどの漁をされてます
5

43
3/11(木) 14:00〜15:00 香川県県産品振興課 藤本 圭一様 香川県高松市

年間）真鯛、メバル、カサゴ、穴子、小エビ、メイタガレイ、舌平目（ゲタ）【春】イカ

ナゴ、タケノコメバル、サヨリ、讃岐さーもん、鰆、スズキ、コウイカ、オコゼ【夏】キ

ジハタ、キュウセン（ベラ）、キス、ベイカ、ハモ、セトダイ、マナガツオ、イボダイ

3

44
3/15(月) 16:00〜17:00 株式会社八栗（やくり） 寺田 圭佑専務 香川県高松市

えび、真鯛、白魚、ナシフグ、讃岐さーもん、豆アジ、太刀魚フィーレ等。大手寿司

チェーンとの取引あり
2

45
3/22(月) 14:00〜15:00 与力水産株式会社 有田 輝一様 高知県宿毛市

ゴマサバ、クロマグロ、メダイ、ヒラメ、イシダイ、マダイ、クロムツ、アオリイカ、黒

潮初カツオ、子持ちキビナゴ、イサギ、ヒメダイ、シマアジ、カサゴ、アオダイ、キンメ

ダイ、ヒメダイ、ハマダイ、ウメイロ、戻りカツオ、アマダイ、キハダマグロ、ゾウリエ

2

46
3/22(月) 16:00〜17:00 株式会社浜与本店 会長 濱崎 興吉様 三重県 伊勢市 海苔、牡蠣、サワラ、しらす、ワカメ、ちりめん、佃煮等 2

47
3/23(火) 14:00〜15:00 株式会社カジマ 代表取締役 梶間 桂子様 茨城県東茨城郡大洗町 タラバガニ、ズワイガニ、カニ加工品（冷凍コロッケ、その他冷凍食品） 2

48
3/23(火) 16:00〜17:00 池田漁業協同組合 濵田 勇様 香川県小豆郡

年中：真鯛(定置網・流し網・建網など)　春：鰆(流し網・一本釣)、メバル(建網)、ハリ

イカ(定置網・建網・いか巣)　夏：マナガツオ(流し網)、スズキ(定置網・一本釣など)

秋：タコ(たこつぼ)　冬：なまこ(底曳き網・いさり)　などが代表的な魚

2

49
3/25(木) 14:00〜15:00 四海漁業協同組合 田中 佑季様 香川県小豆郡

5月〜11月：鱧（ブランド名「小豆島 島鱧®」）

小豆島沖合で漁獲された鮮度の良いハモをお届けできます。
3

50
3/26(金) 14:00〜15:00 愛のくに　えひめ営業本部 営業主幹　八木 秀志様 愛媛県松山市

養殖魚　周年：マダイ・マグロ・シマアジ・スマ・スズキ　秋〜春：ブリ　春〜秋：カン

パチ　冬〜春：クエ・マハタ

天然魚　周年：サワラ・アナゴ　春〜秋：イサキ・カツオ　夏：トラハゼ　秋〜春：サヨ

2

4



資料２

販売促進会・ＰＲ活動に関する進捗報告
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２．オンライン料理教室の開催
資料２

◉ 第8回 オンライン料理教室：2021年2月14日(日) 18:30～20:00

▶参加者：100名 ▶魚種 ：干物3品（金目鯛、下魚2種）

▶講師 ：サスエ前田魚店 前田尚毅 氏 ▶メニュー：自宅で作る美味しい干物

◉WEB広告

▶バナー広告
配信先：ウェザーニュースアプリ
ターゲティング：グルメ・イベント 関

心層
配信期間：1/19（火）～2/14（日）26

日間

※バナーデザイン

◉実施概要

6



２．オンライン料理教室の開催
資料２

◉ 第9回 オンライン料理教室：2021年2月22日(月) 17:00～19:00

▶参加者：100名

◉実施概要

▶魚種 ：平政

▶講師 ：洋懐石 紀の川 内山 太 氏 ▶メニュー：平政のカルパッチョ 和風ラビ
ゴットソース
平政のムニエル 焦がしバターのソース

◉WEB広告

▶バナー広告
配信先：ウェザーニュースアプリ
ターゲティング：グルメ・イベント 関心層
配信期間：1/19（火）～2/22（日）34日間

※バナーデザイン

▶ hacoコンテンツ広告
HP、ツイッター、インスタ、Line

7



２．オンライン料理教室の開催
資料２

◉ 第10回 オンライン料理教室：2021年2月27日(日) 11:00～12:00

▶参加者：100名 ▶魚種 ：マイカ、サクラマス

▶講師 ：株式会社魚長食品マルカツグループ
大西 修司 氏
コアックマ
（北海道応援キャラクター）

▶メニュー：函館のいかめし／桜
ますのチャンチャン焼

◉WEB広告

▶バナー広告
配信先：ウェザーニュースアプリ
ターゲティング：グルメ・イベント 関心層
配信期間：2/10（水）～2/27（日）17日間

※バナーデザイン

◉新聞広告

▶掲載先：北海道新聞（全面広告）
▶掲載期間：2/13（土）朝刊
※紙面

◉実施概要
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２．オンライン料理教室の開催
資料２

◉ 第11回 オンライン料理教室：2021年3月7日(日) 12:00～13:00

▶参加者：150名

◉実施概要

▶魚種 ：アカジンミーバイ

▶講師 ：ペンギン食堂 辺銀 暁峰 氏 ▶メニュー：ミーバイのマース煮

◉WEB広告

▶バナー広告
配信先：ウェザーニュースアプリ
ターゲティング：グルメ・イベント 関心層
配信期間：2/16（火）～3/7（日）19日間

※バナーデザイン

▶ hacoコンテンツ広告
HP、ツイッター、インスタ、Line
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２．オンライン料理教室の開催
資料２

◉ 第12回 オンライン料理教室：2021年3月13日(土) 13:00～14:00

▶参加者：100名

◉実施概要

▶魚種 ：平目、石鯛、アジ、ヤリイカ、ワカメ

▶講師 ：神奈川県小田原市 イルマーレ

依田 隆 氏

▶メニュー：鮮魚のサラダ仕立て

ヤリイカと菜の花の温菜

イシダイのソテー 新ワカメを添えて

◉WEB広告

▶バナー広告
配信先：ウェザーニュースアプリ
ターゲティング：グルメ・イベント 関心層
配信期間：2/26（金）～2/27（土）2日間

※バナーデザイン

https://youtu.be/y4usGl0u-XY

小田原の定置網漁業「日渉丸」に、
岸壁幼魚採集家 鈴木香里武さんが訪問

10

https://youtu.be/y4usGl0u-XY


２．オンライン料理教室の開催
資料２

◉ 第13回 オンライン料理教室：2021年3月14日(日) 14:00～15:00

▶参加者：100名 ▶魚種 ：支笏湖チップ（ヒメマス）

鮭のいくら 醤油漬け▶講師 ：丸駒温泉 高橋料理長

▶メニュー：支笏湖チップの漬け丼いくら乗せ

支笏湖チップのムニエル

◉WEB広告

▶バナー広告
配信先：ウェザーニュースアプリ
ターゲティング：グルメ・イベント 関心層
配信期間：2/26（金）～2/27（土）2日間

※バナーデザイン

◉メルマガ広告

▶配信先：小学生を持つ親宛て17,000人宛て
▶掲載日：3/3

◉実施概要
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２．オンライン料理教室の開催
資料２

◉ 第14回 オンライン料理教室：2021年3月21日(日) 14:00～15:00

▶参加者：100名

◉実施概要

▶魚種 ：糸島徳栄丸のガンガン焼き、鯛のアラ

糸島飛龍丸のボイルカキ、生わかめ、糸島の鰆切り身▶講師 ：糸島生まれの料理研究家、

管理栄養士 佐藤彰子

㈱やますえ代表取締役

馬場孝志

▶メニュー：糸島の鰆（サワラ）ご飯

ガンガン焼き（カキなどの糸島産魚介類の蒸し焼き）

新ワカメと春野菜のぬた和え

糸島真鯛とワカメのお吸い物

◉WEB広告

▶バナー広告
配信先：ウェザーニュースアプリ
ターゲティング：グルメ・イベント 関心層
配信期間：3/6（金）～3/11（土）6日間

※バナーデザイン

◉新聞広告

▶掲載先：西日本新聞（WEB）
▶掲載期間：3/8～3/11（土）
※紙面
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２．オンライン料理教室の開催
資料２

第１５回
３月２８日（日）１１:００～

熊本県人吉市『ビストロ ビザビ』の中務雅章氏

●鰻とアサリ貝の洋風茶碗蒸しスープ
●真鯛のソテー 柑橘フルーツとプチトマトのソース

第１６回
３月２９日（月）１４:００～

山形県 鶴岡市『庄内ざっこ』の齋藤翔太氏

●庄内浜産マダイと紅エビの漁師風 アオサ仕立て
●ヤリイカとギバサのあっさりスープ

＜今後の開催予定＞
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