
──「みさきまぐろきっぷ」とは、

どのような切符ですか。

伊藤 電車・バスの割引乗車券

と、マグロ料理食事券、レジャー施

設利用券の３つがセットになった切

符です。たとえば、品川と三崎口を

往復するだけで通常は２，０００円弱か

かりますが、この切符なら３，０６０円

で、乗車券に加えて三崎エリア指定

区間のバス乗り放題に食事券もレジ

ャー券もついてきます。とてもお得

な切符なんです。

──発売のきっかけは。

伊藤 ５年前に三浦・三崎で、期

間限定のキャンペーンを実施したと

ころ、お客様や地元の方から大変好

評でした。もっと多くの人に三崎へ

足を運んでもらおうと、企画乗車券

化が決まりました。

私は発売当初は携わっていなかっ

たのですが、当時はどの会社にもな

いチャレンジングな企画だったと聞

いております。今でも対象店舗を増

やす際に色々大変なことがあるの

で、マグロについて何も分からない

鉄道会社が初めてマグロ料理店など

から協力を得るには、相当の苦労が

あったと聞いています。

──昨年７月に切符をリニューア

ルしたそうですね。

伊藤 マグロ料理食事券の対象店

舗を２０店舗から２５店舗に増やしまし

た。「みさきまぐろきっぷ」でしか

食べられない特別メニューが出てく

るのも魅力の一つです。レジャー施

設も８施設から選べるようになりま

した。レジャー施設利用券は、マグ

ロ加工品などのお土産と引換えるこ

ともできます。

──売れ行きはいかがですか。

伊藤 発売当初から好評で、東日

本大震災の年に一度売り上げが落ち

たものの、それ以降はとても順調に

売れています。初年度は年間で２万

枚程度、昨年度は６万枚強、今年度

はさらに倍増の１２万枚を達成する見

通しです。

車内広告や駅の広告でＰＲを続け

てきたこと、また今年は「みさきま

ぐろきっぷ」のリニューアルを大々

的に広報した効果が出たのか、売れ

行きがぐんと伸びました。ツイッタ

ーでマグロ丼の写真がたくさんアッ

プされるなど、ＳＮＳや口コミの反

響もあります。発売から５年目にし

て切符の存在が広く認知され、やっ

と花開いたという思いです。

（２面につづく）

京急の「みさきまぐろきっぷ」をご存知ですか？乗車券、マグロ

料理食事券、レジャー施設利用券がセットになった、とても魅力的

な切符で人気急上昇中です。この切符を利用して三崎を訪れる若い

人も増えているとか。マグロの町に人を呼び込む 着火剤 にもな

っている人気切符について、京浜急行電鉄 鉄道本部計画営業部企

画課の伊藤綾香さんに聞きました。
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切符がつなぐ！マグロの町と人
京浜急行電鉄 鉄道本部計画営業部企画課 伊藤綾香さん



（１面からつづく）

──購入層は。

伊藤 今までは４０代、５０代の女性

２、３人のグループが多かったのです

が、昨年夏ごろから１０代、２０代の女

性が増えています。男性お一人や、

大学生の男性２人で利用されること

もあります。値段が安いので、学生

の方も利用しやすいのだと思いま

す。

若い人にとって敷居が高く感じる

店も切符があれば入りやすいです

し、切符を出すだけで決まったメニ

ューが出てくる安心感も喜ばれてい

ると思います。

──特に売れる時期は。

伊藤 ２月中旬から３月中旬にかけ

て、三浦海岸に早咲きの河津桜が咲

きます。その時期は毎年旅客誘致に

力を入れるので、売り上げが伸びま

す。５月の大型連休や夏休み、今年

度は秋の行楽シーズンも売り上げが

落ちずに伸び続けました。

──人気の理由はどこにあると思

いますか。

伊藤 リピーターの多さがこの切

符の特徴です。２５店舗のマグロ料理

店、８つのレジャー施設から選べる

ので、組み合わせを変えて何度でも

楽しめる切符になっています。お得

感と楽しみ方の多様性、これが人気

の理由だと思います。

──三崎の活性化にはつながって

いますか。

伊藤 ここ１、２年で目に見えて、

切符のリーフレットを持って歩いて

いるお客様が増えています。現地の

お土産屋さんもにぎわっているの

で、経済効果はあると思います。マ

グロの町・三崎を活性化する 着火

剤 として、多少は貢献できている

のではないかと思います。

──参加しているマグロ料理店の

反応はいかがですか。

伊藤 協力店舗様からも「お客様

が増えた」「若い人が来るようになっ

た」「女性客が増えた」といったお話

を伺っています。

また、各店舗が他店舗と差別化しよ

うと、メニューに工夫を凝らしてが

んばっていただいています。カマト

ロや心臓など希少部位を出しておら

れる店舗もあります。私も初めて食

べるものが多かったのですが、どれ

もおいしいですよ。

──伊藤さんは何度も三崎に行か

れていますよね。三崎の魅力は。

伊藤 品川から電車でふらっと

１時間半で行ける所に港があり、の

どかな町並が広がっている。ちょっ

と遠出するけれど、日帰りできて、

おいしいマグロも食べられる。温浴

施設もあって富士山も見えます。旅

行気分を十分に味わえる町だと思い

ます。

──三崎を訪れるときは、マグロ

を召し上がりますか。

伊藤 たくさん食べますね（笑

い）。マグロは間違いなくおいしいと

思います。普段買うマグロと違うの

で、「おいしい魚って、こういうも

のなんだ！」と知りました。海が見

える店舗でマグロを食べるというの

も、すごく特別感があって、より一

層おいしく感じます。三崎でマグロ

を食べること自体に価値があると思

います。

──マグロの資源が減っているこ

とについてはどう思いますか。

伊藤 私たち鉄道会社は、魅力あ

る土地に人を運ぶことが役目です。

三浦・三崎にとってマグロは魅力の

一つなので、減っていることには不

安を感じます。

──三浦・三崎と人をつなぐ「ま

ぐろきっぷ」。今後もより沢山の人が

三浦・三崎を楽しむためにこの切符

を利用しそうですね。

伊藤 今はありがたいことに、土

日になると現地は大勢の人で賑わっ

ている状況です。今後は受け皿を増

やすことが課題です。これからもお

客様の心をがっちりつかんで、「マ

グロが食べたいから、三浦・三崎に

行こう！」と思っていただけるクオ

リティの高い切符を提供していきま

す。

京急線三崎口駅までの往復と

三崎エリア指定区間のバス乗車

券、マグロ料理の食事券、レジ

ャー施設利用券がセットになっ

た切符。マグロ料理は２５店舗か

ら選ぶことができ、『まぐろき

っぷ』限定の特別メニューが食

べられ、レジャー施設は、温浴

施設やレンタサイクル、ガラス

工芸館など８つから選べる。

品川から乗車した場合は３，０６０

円。京急線各釈（泉岳寺駅・三

崎口駅を除く）で購入でき、有

効期限は１日。

No.７０OPRTニュースレターOPRTニュースレター２２

みさきまぐろきっぷ
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太平洋クロマグロの資源回復に向
けて、３０㎏未満の小型魚の漁獲量を
半減する管理措置が１月１日からスタ
ートした。沿岸を含め、すべての漁
業種類が協力する初めての試み。地
域や漁業種類の実情に対応しなが
ら、モニタリングも強化し、実効あ
る管理体制の構築を目指す。
水産庁の神谷崇資源管理部参事官
は１月７日に会見を開き、「浜の隅々
まで管理の共通認識を広げたい。末
端の漁業者も含め、マグロ漁業に携
わるすべての関係者が心を一つにし
て取り組みたい」と語った。

沿岸では初めて、ブロック別の漁
獲枠を導入する。全国を６ブロック
に分け、管理初年は平成２７年１月か
ら２８年６月までの１年６か月間（日本
海北部は２８年３月までの１年３か月
間）を配分する。なお、２年目以降
は、毎年７月１日から翌年６月まで（日
本海北部は４月から翌年３月まで）の
１年間について配分する。
地域ごとの対応だけでなく、漁業
種類ごとの対応も必要になる。管理
の対象は、すべての漁業種類。曳き
縄や釣りといった獲りに行く漁業
や、定置網のような待ちの漁業が混
在するなか、各漁業種類の実態を踏
まえながら管理を進める。特に定置
網の管理などが課題とされている。
モニタリングの精度も高める。漁
獲状況は各県が管下漁業分を取りま

とめ、最低でも毎月１回は報告する。
正確なデータを確実に収集するた
め、末端の漁業者にも報告の必要性
を意識づける。
また、水産庁のホームページでブ
ロック別・都道府県別の漁獲状況を
公表するほか、ブロック別の漁獲上
限に近づくと、段階ごとに注意報、
警報、特別警報、操業自粛要請（９
割５分）も発出する。
親魚資源が歴史的最低水準にある
なか、２０１４年に生まれた幼魚の加入
量も近年にないレベルに低下してい
る。神谷参事官は「関係者と真剣な
話し合いを重ね、しっかりした管理
体制を整備する。加入状況も悪化し
ており、できるだけ早い資源回復を
目指す」としている。

長崎の西海区水産研究所に新設
された陸上飼育施設で、人工的に
クロマグロの産卵を制御する実験
に２０１４年夏に成功したことはすで
に報道された。東京でこの成果の
概要の報告会が開催されたが、こ
の成果の持つ意義について少し述
べてみたい。
現在行われている太平洋クロマ
グロの養殖の主流は、ヨコワと呼
ばれる３０㎝足らず、生後約３か月
の若齢魚を曳き縄で捕獲し、餌付
けなどの段階を経て、大型の網生
簀に移した後３年ほど飼育、５０㎏
程度にまで成長
させ、出荷して
いる。この方法
については弱点
が、３点ほどあ
る。まず、天然
魚に種苗を依存
しているが、
年々のヨコワ捕
獲量が極めて不安定であること、
次に、近畿大学が確立した完全養
殖にしても、産卵がいつ起こるか
は魚任せであるし、海中で産卵さ
れた受精卵の採取には困難が伴
い、安定的な作業計画を立てるこ
とができないこと、さらに、太平
洋クロマグロ資源状態が悪化し、
天然魚、特に若齢魚の漁獲が厳し
く制限され始めたことからヨコワ
の捕獲に依存する養殖業にも規制
がかけられるようになってきたこ
と等の問題点がある。
これらの問題を一挙に解決する

ために登場したのが、世界初の陸
上水槽で産卵を人工的に制御する
試みである。人工的に水温と日長
を制御できる２基の直径２０ｍ、深
さ６ｍの水槽に約１３０尾の２歳魚（約
１５㎏）を２０１３年５月に活け込み、
約１年陸上水槽で飼育し、２０１４年５
月に約１，０００万粒の受精卵を得る
ことに成功した。その後、卵は奄美
にある施設に航空機で移送され、
ほぼ普通の孵化・生育・生残を経
て現在に至っているようである。
産卵制御の方法を簡単にいう
と、これまでに生簀で産卵したい

くつもの例を基に、水温と日長の
パターンを１年分プログラム化し
た上で、水槽内の環境を制御する。
想定される産卵時期が近づくと、
モニターの強化により産卵がなさ
れたことを的確に把握の上、受精
卵を効果的に回収するという手順
である。実際には、この他にも活
け込魚の移送等大変な困難をいく
つも克服しなければならず、成功
に至るまでの努力は大変なようで
あった。飼育を通じて、主産卵場
である南西諸島沖の産卵開始水温
（２４℃）より幾分低めの水温（２１

℃）で産卵が始まったこと、産卵
の疲労のためと思われる斃死がメ
スよりオスで多かったこと等いく
つもの興味ある生態が明らかにさ
れ、将来はさらに貴重な情報がも
たらされると期待される。
生残率や餌料効率の向上等さら
なる克服課題はあるが、この成果
の再現性が確認されれば、人工産
卵制御により、クロマグロの安定
的、計画的生産を図ることができ、
既存の完全養殖技術の一層の向上
につながる。クロマグロ養殖は、ブ
リ、マダイ等の養殖に比べ、収益性

が高いものの、
現在の天然の太
平洋クロマグロ
の採捕制限に起
因する制約によ
る影響を受け
る。これに対し
て、天然資源の
状況に左右され

ない人工種苗生産の確保に繋がる
今回のブレークスルーは一段とク
ロマグロ養殖に将来的な展望を広
げる可能性がある。これらの事情
を勘案すると、日本はミナミマグ
ロを含む世界のクロマグロ類の養
殖における生産段階で世界の水準
より一歩先んじることになった。
新たな段階に入ったと思われるク
ロマグロ養殖で、日本は、持続的で
環境にも優しいバランスのとれた
養殖の手本をこれから示してもら
いたいものである。

No.７０OPRTニュースレター ３

太平洋小型クロマグロ管理始動
初の試み、すべての漁業が協力
心を一つに取り組む

鈴 木 治 郎
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クロマグロの産卵制御成功の意義



責任あるまぐろ漁業推進機構（Ｏ
ＰＲＴ）の２６年度第３回ＯＰＲＴセ
ミナーが平成２６年１２月１０日、東京で
開かれ、東京都世田谷区で鮮魚小売
店を営む 池田屋の石川宏社長がマ
グロ解体販売の魅力を語り、遠洋マ
グロ延縄漁船・福久丸の船主である
福久漁業 （静岡県焼津市）の齋藤
邦雄専務が船上ロイン加工による高
品質刺身マグロの開発について講演
した。

石川社長は、昭和２６年創業の鮮魚

小売店・池田屋の３代目店主。店の
売り上げの４割はマグロが占めると
いう。特に毎週日曜日に行うマグロ
解体販売は地域の人たちからも人気
が高く、父親の代から１６年間、一度
も休まず続けている。
自ら仕入れたマグロを店頭で３５０
～５００ のブロックに解体し、背節
は１，０００円、腹節は２，０００円で販売し
ている。４０㎏程度のマグロであれば、
３０～４０分で完売する。築地の買参権
をもっているため、安く仕入れられ
ることも強みのひとつだ。
石川社長は解体販売の魅力につい
て「鮮度感や季節感、ライブ感、お
得感のある価格、切りたてのおいし
さなど（マグロを売るための要素が）
すべてが含まれている。お客様を感
動させる 究極の販売方法 だ」と
語った。
そして「時代が変わっても、末永

く鮮魚店を続けていきたい。そのた
めに、大切な資源であるマグロと上
手に付き合っていきたい」と話した。

船上ロイン加工で高鮮度

福久漁業の齋藤専務は、もうかる
・がんばる漁業実証船の福久丸によ
る船上ロイン加工の取り組みについ
て説明した。船上でロイン加工した
マグロは、専用ビニール袋に入れて
海水スラリーアイスのタンクで予冷
する。その後、身肉の膨張・変形を
防ぐためＷ型のトレーにのせて凍結
庫に入れ、途中で準備室で均温処理
を行っているという。
齋藤専務はロイン加工のメリット
について、「釣り上げたマグロは魚
体中心温度が約３０℃近くになるが、
ロイン加工でこの高温部分が露出し
て、温度低下が早くなる。通常の３
分の１の時間で凍結でき、高鮮度が
保たれる」と話した。
このほか、取り扱う製品の重量軽
減で労働負荷が低減するなどの効果
があるという。販売会では味の評価
もよかったと報告した。

東京・築地市場で１月５日、平成２７
年の初市が開かれた。生鮮マグロの

卸売場では、津軽海峡の本マグロが
昨年より４倍以上多い１３５本の大量入
荷となり、卸関係者も「初セリでこ
れだけ並ぶのは記憶にない」「近年稀
にみる多さだ」と驚きの表情を浮か
べていた。最高値のマグロは築地魚
市場が上場した大間産約１８０ 物が
最高値４５１万円（１㎏当たり２万５，００
０円）を付けた。

最高値のマグロは昨年に続いて、
寿司チェーン「すしざんまい」を運
営する 喜代村が競り落とした。初
セリのマグロは一昨年に史上最高値
の一本約１億５，０００万円を付けたが、
昨年から買い付け競争が一服。今年
は昨年のキロ３万２，０００円からさらに
値を下げ、買い付け競争が過熱する
前の水準に落ち着いた。

日かつ漁協は、平成２６年度の取組
として、小学生及び教職員・保護者
に対し「遠洋まぐろ延縄漁業」、「ま
ぐろの日」の認知度向上、及び「マ
グロの美味しさ」ＰＲを目的に、都
内１４校（児童計１，０８５名）で出前授
業を行った。（募集は都内７区の２８７
校へ案内、約４０校から希望があった）
授業は１時限ずつの座学と試食で
構成。座学ではマグロの種類、漁法
等を説明、操業の模様をビデオで説

明。続いて日かつ漁協が提供した冷
凍メバチの漬け丼を児童自ら盛りつ
けて試食した。熱心に説明を聞く児
童が多く、質問も活発にあった。
試食の感想としては「こんなに美
味しいマグロは初めて」「これからは
漁師さんの苦労を考えて食べたい」、
「なぜこんなに美味しいのか職員室
で話題になった」等が寄せられた。
先生方からは、５年生は社会科で
漁業の勉強をするが、教師も実体験
が伴わず、近隣に漁業の話をしてく
れる関係者もいないため、授業とし
ても食育の観点からも非常に有難い
とのコメントが寄せられた。

山下組合長は、「マグロの美味し
さを知ってもらうことが消費拡大の
第一歩。これからも地道に継続して
ゆきたい。」と語った。

編 集 後 記
本号の冒頭では、「まぐろきっぷ」で話題の京浜急行電鉄 のご担当に話を伺いました。

ＯＰＲＴニュースレターでは、これまでも、新洋水産 の「薩摩串木野まぐろの館」、臼福本

店 の気仙沼での遠洋マグロはえ縄船クルーズと、外部の人を呼び込む・交流を深める取組みなどを紹介して

きました。まぐろの町と沢山の人とをつなぐ、このような事例が今後とも増えることに期待します。 （長畠）

No.７０OPRTニュースレター４

第３回ＯＰＲＴ
セ ミ ナ ー 解体販売の魅力語る

マグロの究極の販売方法

築地・初セリ

津軽本マグロ１３５本
最高４５１万円

遠洋まぐろ延縄漁業 出前授業
日かつ漁協


