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平井 誠からのメッセージ 

 

『京都に一大ブランドを築き上げ地域を活性化させたい』という経営理念のもと、

有限会社平井活魚設備は料理店、ホテル、旅館等をターゲットに自社製の活魚水槽

を生きた冷蔵庫として販売してまいりました。1968 年に創業、水槽設備の製造販売

と同時に地元養殖業者に声をかけて養殖活魚の販売も開始、1979 年には自社に活魚

センターを設け、顧客のニーズに対応できる海の状況などに左右されない体制を整

えました。1998 年にはより多くの魚介類の備蓄を可能にするため、活魚センターの

規模を拡大し、丹後で水揚げされる天然活魚（魚、貝、カニ、イカ）等にも力を入

れ、利便性の良い国道沿いに移転しました。 

近年、ＢＳＥや鳥インフルエンザの事件が起こり、あらゆる食品に対して、安全性が問われています。農

産物は農薬、化学肥料の使用量について注目されていますが、海産物も店頭に並ぶ魚介類で輸入物や産地、

水揚日が不透明なものが多く、養殖魚が圧倒的シェアを占めることが不安要素となっています。産業の発展

を背景に便利な世の中になった反面、価格競争に打ち勝つためにコスト、効率を優先としたものづくりがあ

らゆる分野で行われてきました。 

そこで弊社は、消費者の皆様に安心をお届けする責任を果たすため、2005 年『京前』という商標について

登録を受け、自信をもって提供できる海産物についてのみ、『京前』ブランドを付けて消費者の皆様にお届け

するようにシステムを整備してまいりました。その結果、他商品と差別化を図ることができる京都の海鮮ブ

ランドとして、新鮮で安全な魚介類を水揚げ漁場にて提供してくださる漁業関係者の皆様と一緒に、今秋か

ら販売を進めてまいります。本報告書は、弊社が目指す「食の安全性」をテーマとして、鮮度を追求しつつ

心のやすらぎをお伝えさせていただく方法として作成いたしました。 

この取組みを消費者の皆様方に少しでもご理解していただき、ご賛同を得られれば幸いです。 

 

有限会社平井活魚設備 活魚流通センター   

取締役 平井 誠  

 

2006年10月1日 
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平井活魚設備の経営哲学 

 

 弊社は、活魚用の水槽販売ならびに地域で水揚げされた新鮮な魚介類を通じて、全国のお客様に安心と喜

びを提供するため、ＩＴ技術を活用したトレーサビリティシステムを積極的に取り入れ、時代のニーズに合

った流通システムの実現に邁進します。 

海・山・川など自然に恵まれた地域で生まれ育ち、ご近所、生産者、お客様ら多くの方に支えられて今日

の弊社があります。水槽販売と活魚販売で培った技術と経験を活かし、社員一同、商品の品質保持に努め、

付加価値を高めることにより、商品のブランド化や地域興しにお手伝いできれば幸いです。地域の良さを誇

りに思っている私たち自らが地域を愛し、子どもたちにも誇りを持ってもらえるような“元気”のある街を

創造していきたいと考えています。市外に住んでおられる多くの出身者や丹後をご存知ない皆様にも弊社の

取組みを通して、愛着を感じていただき、一人でも多くの京丹後ファンを増やし地域産業の発展を目指して

頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内の小学生による社会見学の様子 

市内の中学生による社会実習の様子 
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Ⅰ．商品説明 

京都の新鮮な魚介類 
 

 京都府は最北端の京丹後市経ヶ岬を境に西は日本海、東は若狭湾と変化にとんだ２つの海域を持ち、海で

は四季折々に様々な魚介類が水揚げされます。なかでも若狭湾のグジや冬の日本海で水揚げされる寒ブリは

極寒の丹後の荒波にもまれて育っているため、程よい脂の乗りと身の

締り具合が格別です。また、京丹後沖には松葉ガニの好漁場がありま

す。漁場が近いためカニ漁も日帰り操業で行っております。そのため、

味はもとより鮮度が良いことで昔から高い評価を得ている人気の商

品です。水揚量が少なく高価なカニで一見さんではなかなか入手でき

ない幻のカニとされています。 

 

 

 

 

京前ブランド魚介類（京都丹後半島の天然魚介類） 

 時代のニーズに合致した安全性を重視した海鮮ブランド品として販売。 

 

京都若狭湾で水揚げされる伝統の魚 

【 京前グジ 】 アカアマダイ 

  

グジは古くから京都で重宝され、京料理には絶対

欠かすことのできない魚です。身は白身で柔らかく、

とても淡白で上品な味わいが京都のイメージにピッ

タリ当てはまる高級魚です。１年を通してお造り、

塩焼きや蒸し物などで美味しくいただくことができ

ます。 

写真一番奥が京都最北端に

位置する経ヶ岬。夏は穏や

かだが冬は雪と共に荒れ狂

う日本海。 

写真は舟屋群がある伊根

湾。寒ブリが有名な地域。

遠くに見えるのは福井

県。 

日本三大灯台 経ヶ岬 

～ 主要商品 ～ 
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京都日本海・若狭湾で水揚げされる伝説の魚 

【 京前ブリ 】 寒ブリ 

 

冬の日本海のブリはあまりにも有名。 

特に『伊根ブリ』は「氷見ブリ」等と並んで「日本

三大ブリ」といわれ、元禄時代の本朝食鑑では『今

以丹後之産為上品』と、日本一に称えられた伝説の

ブリです。丹後地域では寒ブリのしゃぶしゃぶも人

気です。もっとも脂の乗る冬季のみ予約販売してい

ます。 

 

京丹後・経ヶ岬沖で漁獲する幻のカニ 

【 京前松葉ガニ 】 ズワイガニ 

丹後のカニ漁は漁場まで約2時間。とても近く大

半が日帰り操業のため帰港した時にもカニが活きて

おり昔から鮮度が良いことから関西圏で親しまれて

きました。もともと小型船での漁のため漁獲量が少

なく、近年メディアによる報道などの影響で需要が

増加傾向にあり入手困難なカニとなっています。ま

た、京都のカニは福井県の越前ガニと肩を並べ日本

で1、2位を争う超高級カニです。まさしく幻のカニ

です。漁期は11月6日～3月20日です。 
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～その他の魚介類～ 

 四季折々に様々な魚介類が水揚げされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商標表示について＞ 

 

 京前ブランド商品には『他県産及び輸入品』との混同

を避けるため商標タグを付けてブランド品として扱いま

す。商品によりラベル表示になる場合も

ありますが、安全の証として必ず提示し

ます。弊社の取り扱う商品の中から、厳

選されたもののみ、京前ブランドとして

販売します。 
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Ⅱ．優位性 

鮮度 

生鮮品の命ともいえる鮮度を追求するために、弊社独自の『京の前浜直結システム』を確立しました。産

地水揚げから消費者の食卓にあがるまでの時間全てが鮮度の追求であり、不透明な部分をオープンにするこ

とで安心が生まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の流通では、上記（フロー図）のような流れです。流通システム状経由箇所が複数あるため、携わる

人も多くなります。このため、鮮度を追求し安心をお届けする努力をしても限界があります。 

☞水揚げされた商品が小売店に届くまでに時間がかかります。 

☞何処で誰がどのように管理して何日目に小売店に並んだのか明確ではありません。 

☞小売店で何日間置いてある商品かはっきりしません。 

最近では『市場から朝どれの魚介類をその日のうちに消費者にお届け』等とのフレーズが多くなりました

が、市場で競られるまで何日目のものなのか分からない状態です。 

 

一般的な流通例と弊社の流通の比較  （各産地により多少異なります） 

各漁港で水揚げ→午前中及び翌日セリ→出荷 → 翌朝セリ  → 販売→  販売    →    一般消費者

丹後の定置網漁 

丹後の底曳き網漁 

各漁港で水揚げ        →         即日中に発送     →     当日～翌日には一般消費者へ 

スーパー 

デパート 

鮮魚店 

小売店等 

中央市場に2～3日目に入荷した商品が仲買人

小売店を経由して一般消費者へ 

消費者の皆さん 

丹後半島の釣り

仲
買
人
セ
リ 

仲
買
人
セ
リ 

全国各地の 

消費者の皆さん 

地方市場 中央卸売市場 

カニや釣り物等午後から水揚げされるものは翌日、お届け地域により翌々日になる場合もございます。

京の前浜直結システムのイメージ 

京の前浜直結 

システム 
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 そこで、弊社は今までのしがらみを全て取り除いて生産者直、つまり産地漁場から水揚げされ

たばかりの魚介類を漁師や生産者から直接買い付け、お客様へ直送するシステムを採用し、安心

をお届けしています。 

 

 

 

魚介類を取り扱う上で一番重要なのは仕入れです。 

弊社は、京都府北部・丹後半島の中心に位置し丹後の各漁場を最短距離で結び付けることができます。通 

常産地でも地方市場のセリを通して仕入れる方法が一般的ですが、弊社が長年培った生産者との信頼関係に

より、市場を通さずに浜で直接仕入れることができます。浜から直接仕入れることにより、その日に水揚げ

された魚介類の中から一番良い物を選べる（先取り）最大のメリットがあります。当然目利きの能力も必要

ですが、弊社の経験と感性に加え、生産者との信頼関係の中で、より品質の良いものが手に入ります。信頼

関係があって双方納得できる商品をブランド品として付加価値を付けて販売することで自信やこだわりが裏

打ちされます。 

 

時代背景 

近年、食品に関する様々な事件が起こり、食に対する信頼が大きく低下しました。 

お客様も食品業界への不信感が募り、非常に神経質にならざるを得ない状況となってきています。水産業

界でも同様のことがいえるのではないでしょうか。このような状況の中で、農業の分野では有機栽培、減農

薬・減化学肥料による生産方法に転換するなど、消費者を意識したものづくりが行われています。さらに、

行政をはじめ関係機関により、食育（※１）や地産地消（※２）の取り組みも、加速するものと考えていま

す。 

 

※１ 国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣

や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付けるための学習等の取組みを指します。 

※２「地元生産－地元消費」を略した言葉で、「地元で生産されたものを地元で消費する」という意味で特に農林水産業の分野で使われ

ています。 

京の前浜直結システムのしくみ 

漁場が明確 水揚漁港が明確 生産者（漁師）が明確 流通が明確 買付担当者が明確 

京の前浜直結システムの５つの安心 

  帰港水揚      先取品     鮮度保持処理      検品梱包    識別番号の貼付  全国に発送 
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Ⅲ．知的資産 

魚は４億年以上も前に海で誕生しました。近年、乱獲や地球環境の変化で世界の魚は確実に減ってきて

いますが人類にとってはなくてはならない食材の一つです。魚は貴重な海の資源です。大切に扱い、より

価値のある商品として消費者の皆様にお届けすることが弊社の義務だと思っています。そのうえで、貴重

な資源を美味しく食べていただければ、魚に対するせめてもの供養だと考えています。養殖技術の発達で

獲る漁業からつくる漁業へと時代は変わってきましたが、養殖が原因と思われる赤潮の発生など環境汚染

も年々深刻な問題になっています。また、魚の消費大国である日本に向けて発展途上国をはじめとする世

界各国から乱獲された資源が集まってきています。本当にこのままで良いのでしょうか。お金があれば何

でも買えるのは事実かもしれませんが、古き良き食文化、日本古来の「魚」というものを見つめ直してみ

てはどうでしょうか。 

弊社では貴重な資源を大切に扱い、そして今までに習得した技術を駆使することで魚一匹の鮮度を最上

に保ち、安全性を融合させて皆様に少しでも本来の魚について考えてもらえるようにつとめてまいりたい

と考えています。 

 

① 技術・ノウハウ 

弊社は、社名のごとく活魚水槽の設備を手がける会社です。 

生簀（いけす）は限られた環境の中で魚介類を活魚として備蓄する設備です。弊社の活魚水槽は魚介類が

居心地良く生きていける環境を追求しています。水槽の環境を整えると同時に魚介類の取り扱い方法にも

神経を使わなければならないことが分かりました。 

 

 

 

 

魚を扱う上で鮮度を維持させ美味しさを追求するために水揚げ直後の血抜き作業や神経〆作業など、

様々な経験と技術を駆使する事で本来の魚の旨みを最大限引き出すことが可能となりました。 

 

    野〆（一般的な〆方）      活〆（活きている物を〆る）       活神経〆作業 

 

 

 

 

 

 

 

活きたアマダイ      活きたアオリイカ        活きたヤリイカ      活イカを活きたまま宅配 
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－〆（しめ）方の説明－ 

● 野〆  

野〆とは活きているものを水揚げ直後に冷海水に入れ冷やして〆ること。天然魚では一般的な方法。 

メリット  大漁に水揚げされた魚を一気に手間を掛けず〆られる。 

デメリット 暴れ苦しんでストレスを抱えて〆って行き血抜きもしないため生臭みが残る。 

     死後硬直が早く鮮度も早く落ちていく。 

● 活〆 

活〆とは活きているものの急所を突いて血抜きも同時にできる方法。 

メリット  活きているものを一気に〆るためストレスを与えず、急所を突くことで身が長時間活きる。 

野〆物より死後硬直が遅く鮮度の良い状態が長く保てる。 

デメリット 魚一匹ずつ〆るため手間がかかる。 

● 活神経〆  

神経〆とは活きているものを一気に〆たあと脊髄から神経を刺激することで完全に〆る方法。 

メリット  死後硬直を一番長く伸ばせる方法で身が活きた状態を数日間持続させることができる。 

デメリット 一番理想的な〆方であるが活〆よりも手間がかかり技術もいるので誰でもできるものでは

なく主に養殖魚が主である。 

 

処理方法 

項目 
野〆 活〆 活神経〆 

鮮度 △ ※ ○ ◎ 

日持ち × ※ ○ ◎ 

生臭さ × ※ ○ ◎ 

大量処理 ◎ ※ △ × 

  ※血抜き処理をする事で鮮度が落ちるのを防ぐことが出来るが水揚げ直後に港で行うことが重要 

 

② トレーサビリティ 

 弊社は、京都丹後半島で水揚げされる新鮮な魚介類を全国に『安全』に

お届けするために天然魚では困難とされていた『トレーサビリティシステ

ム』を構築しました。トレーサビリティとは生産や流通の履歴を明らかに

し消費者等に公開する仕組みです。天然魚に関して従来の市場システムで

は流通経路が複雑で履歴を残すのは不可能に近い状態でした。 

『水揚げ漁場から浜直結で消費者に』というシステムにより不透明な部 

分がなくなり履歴管理が可能となりました。ご購入いただいた商品の識別

番号を基にネットで５つの安心情報（水揚げ漁場、写真と文字で水揚げ漁

港、漁法、生産者名、取扱者名）を確認することができ、身近に感じてい

ただけます。また、バーコードリーダー付きの携帯電話でもＱＲコードを

基に情報を取り出すことができます。 

 

 

血抜き処理 
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（京前ブランド、トレーサビリティラベル見本） 

 

 

③ ネットワーク 

活魚の販売を始めた頃からお付合いしている丹後半島の個人生産者や地域の生産組合、漁協関係者など、

丹後で水揚げされる魚の良さを全国に伝えていきたいと思っている人々が自然と集まり弊社を支えてくれて

います。活魚を実際に購入した消費者、料理人の方々から鮮度、取り扱い方法が好評で、また新鮮な状態で

お届けしようとするポリシーにもご賛同をいただきリピーターも着実に増えています。 

現在、フレンチの世界で有名な東京都渋谷区恵比寿の

『a ta gueule（アタゴール）』・曽村譲司シェフも丹後産

のグジを高く評価され、新鮮な素材を料理してさらに旨

みを引き出してお客様に提供されています。 

 

－曽村シェフの経歴－ 

 世界屈指の超豪華列車イースタン＆オリエンタルエキ

スプレス。5ツ星ラッフルズホテル。ベルギー日本大使館

（公邸料理人）。ペニンシュラホテル。クアラルンプール

のリッツカールトンホテル。バンコクのオリエンタルホ

テル。白金台ステラートなどを経て現在に至る。 

 

 

 

④ 京前ブランド（登録商標） 

 江戸っ子に愛され支えられる粋な江戸前のように、京都そして全国の庶民に愛さ

れ親しまれるブランドとなるよう、【京前（キョウマエ）】という商標を登録してお

り、水産物全般に対して表示ができます。 

【京前】という名前を付けることで他商品との差別化を図りブランドの確立につ

なげていきます。 
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■京前とは… 

京前とは京都の前浜の略であり、京都府の海に面する丹後地方を中心に日本海、若狭湾、その他京都府

の海域で漁獲された魚介類、京都府の魚介類を京都府で加工生産された商品と定めています。 

 

指定商品：第２９類 

（例）たい・すずき・ぶり・まぐろ・いわし・いか・たこ・えび・うに・かに・その他の鮮魚介類        

塩干し魚介類・燻製魚介類・粕付け魚介類・塩辛魚介類・煮干魚介類・水産物のつくだに・素干し魚介

類・練り物・水産物の缶詰・水産物の瓶詰め・ちくわ・はんぺん・その他の加工水産物 

 

指定商品：第３１類 

（例）たい・すずき・かに・いか・いわし・あさり・あわび・はまぐり・その他の活魚介類。 

海藻類（てんぐさ・わかめ・のり・ひじき等） 

 

⑤ 人材 

『京前』の魚介類を全国の消費者に安全に届けるために、弊社は日本海と若狭湾に魚介類のスペシャリス

トを配置しています。浜の人たちとの交流を深めることで水揚げ直後の魚介類を優先的に買い付けること、

担当バイヤーの目利きにより良い物を選ぶことができます。新鮮な状態を保てるように努めることと安全に

届けるための履歴管理もそれぞれ担当者を決めて行っています。 

消費者に責任を持って安全な商品を届けるために、常に社内で意見を出し合って納得の行く方針を打ち出

し、生産者にも理解を得た上で全員が一丸となって取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商標登録   （特許庁） 

登録番号    登録第４８９９０２０号 

商標名     京前（キョウマエ） 

出願人     有限会社平井活魚設備 

指定商品    第２９類☞食用魚介類（生きている物を除く）、加工水産物 

第３１類☞食用魚介類（生きている物に限る）・海藻類 

日本海担当 若狭湾担当 発送・経理担当 
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⑥ 地域の意気込み 

世の中には地域ブランドや御当地ブランドといったものが多数存在しますが、京丹後地域にも米や魚介類、

ちりめんや金属製品といった「優れもの」が多数存在します。ところが、収穫量が少なかったりＰＲ戦略の

欠如により一般消費者にはほとんど認知されていませんでした。 

そこで、地域の元気な中小企業、農家や商店主、行政担当者等が集まって丹後ブランド研究会が発足しま

した。弊社もブランド構想を考えていた時期であり、新市の活性化ならびに自己のために積極的に参加させ

ていただき、参加者の地域に対する熱い想いをひしひしと感じています。とりわけ京丹後市役所の商工観光

部の若手職員の皆様の地域活性化にかける熱意と行動力は並々ならぬものがあり、弊社も本報告書の作成を

はじめ経営戦略の確立等に多大な協力をいただいています。おかげさまで、本ブランド研究会からネット通

販店「京の丹後屋」（楽天市場）が生まれ、弊社も出品し、これがきっかけとなり「京前」ブランド戦略につ

ながっています。また、私が生まれ育った地域にはまだまだ知られていない素晴らしいものが沢山あること

に改めて“気づく”きっかけとなりました。 

このように、弊社の経営戦略の確立と実践には上記のような背景があり、地域活性にかける意気込みが集

積する当地域の皆様をはじめ、関係者の皆様方の協力があってこそ達成できたものと感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 弱みを強みに変える戦略 

『京前』ブランドは、世の中にまだまだ認知されていない無名ブランドです。京丹後の新鮮な魚介類とい

っても、「関さば・関アジ」「明石鯛」「大間のマグロ」といった地域ブランドには育っていません。このため、

有名な産地に強いこだわりをもつ和食界にはなかなか受け入れてはもらえません。これが当社の最大の弱み

です。 

そこで、新鮮で美味しいという優位性や知的資産である技術・ノウハウ、トレーサビリティシステム、人

的ネットワーク等を有機的に連携させて、ブランド力を高める戦略を立てました。具体的には「経営戦略」

の章で述べますが、強みである「鮮度」「品質」「安全性」を評価してくださる顧客を大切にしながら『京前』

ブランドを構築することにより、和食界に認めてもらうことを考えています。 

そして、ブランド形成にとって何よりも大切な「信頼」を得るために、社員一同が正直にまっすぐな姿勢で

取り組んでいきます。 
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Ⅳ．事業計画 

●１年目  提案資料・京の前浜直結システム等ツールを整えブランド名を周知していく年であり 

      売り上げは3,000千円程度を見込む。 

 

●2 年目  京前商品を柔軟に対応していくために協力して頂ける生産者を増やし協力店も増やす事で売り

上げ向上を目指し5,400千円程度の売り上げを見込む。 

 

●3年目  新店舗を開設し京前商品を観光客及び地元消費者をターゲットに店舗販売する。 

      新商品（加工品）を開発し新店舗とインターネット店で紹介していく。 

      加工品を加える事で20,400千円の売り上げを見込む。 

 

●4 年目  京丹後市の丹後ブランド研究会のメンバーに知恵をかり丹後で生産される農産品の販売及び惣

菜加工センターを検討し丹後独自の新商品を開発していく。 

魚介類と新しい食品を組み合わせる事で30,960千円の売り上げを見込む。 

 

●5年目  丹後の魚介類と丹後の農産品を組み合わせ、さらに丹後の産品を組み合わせる事で全国に丹後地

域として販売展開をして行く。 

京都の丹後地域を全国の人々に認識してもらう。 

他業種へのモデル事業としての提案も進めビジネスモデルとなる。 

他店との販売展開を視野に入れ50,520千円の売り上げを見込む。 

 

計画年 事業内容 

１年目 

・啓発パンフレットの作成（10,000部） 

・標章（タグ、シール、焼印）の作成（10,000個） 

・インターネット通販店の開設（1店舗） 

・店舗改装 

・トレーサビリティシステムの構築 

・ブランド商品の販売 

２年目 

・関係者等（消費者、観光施設、関連業者）への啓発パンフレットの配布 

・インターネット通販店の宣伝 

・協力者（生産者、協力店）の確保 

・アンケート調査の実施 

・ブランド商品の販売 

３年目 

・新店舗開設の検討 

・新商品開発の研究 

・ブランド商品の販売 

４年目 
・農産品等販売の検討 

・物流センター開設の検討 
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・惣菜加工センター開設の検討 

・ブランド商品の販売 

５年目 

・他地域、他業種へのモデル事業としての提案 

・各拠点施設整備の方向性を決定 

・ブランド商品の販売 

 

■ブランド品販売予定金額                              （単位 円） 

販売期間 品 名 平均単価 数 量 金 額 年間合計 

0～6 ヶ月 準備期間計画等   0 0

アマダイその他の魚介類 5,000 360 1,800,000 
6～12 ヶ月 

カニ・ブリ等高級品 30,000 40 1,200,000 
3,000,000

アマダイその他の魚介類 5,000 600 3,000,000 
2 年 

カニ・ブリ等高級品 30,000 80 2,400,000 
5,400,000

アマダイその他の魚介類 5,000 1,080 5,400,000 

カニ・ブリ等高級品 30,000 320 9,600,000 3 年 

加工品等 5,000 1,080 5,400,000 

20,400,000

アマダイその他の魚介類 5,000 1,440 7,200,000 

カニ・ブリ等高級品 30,000 480 14,400,000 

加工品等 5,000 1,440 7,200,000 
4 年 

新商品として（食品） 3,000 720 2,160,000 

30,960,000

アマダイその他の魚介類 5,000 1,800 9,000,000 

カニ・ブリ等高級品 30,000 640 19,200,000 

加工品等 5,000 2,160 10,800,000 

新商品として（食品） 3,000 1,440 4,320,000 

5 年 

他店との販売展開（農産品） 5,000 1,440 7,200,000 

50,520,000
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［最近の売上と経常利益の推移］ 

  

流通形態の進歩により、多くの魚介類が輸入され、さらにＩＴ産業の発展により、インターネット通販店

が急増し、低価格で、自宅に居ながらにして、誰でも商品を販売できる仕組みが構築されました。その結果、

ライバル社が増え、まさに競争の時代に突入しています。一般の消費者にとって、全国津々浦々の商品が手

軽に購入できるようになり、選ばれる立場として厳しい状況は続きますが、弊社のシステムを構築すること

により、最近のＢＳＥ・鳥インフルエンザ等の問題で失われた食に対する信頼を、回復・向上させるために

も取り組んでいきたいと思います。 

 

                               

京前ブランド 年次損益推移予想 
 単位千円  

       

  07年2月期 08年2月期 09年2月期 10 年2 月期 11 年2 月期  

売上 3,000 5,400 20,400 30,960 50,520  

変動費 1,500 2,700 10,200 15,480 25,260  

限界利益 1,500 2,700 10,200 15,480 25,260  

固定費 1,500 4,000 7,500 10,100 13,100  

経常利益 0 -1,300 2,700 5,380 12,160  
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Ⅴ．経営戦略 

 「本物」にこだわり続け、頑固な経営スタイルを築いてきました。不況によるデフレ社会に対応するため

小売店等では廉価な輸入魚等が氾濫するなかで、『浜の先取り』スタイルを貫き通すには、弊社のような弱小

企業には無謀とも思える挑戦でした。ところが近年の食に対する安全性確保の機運や、本物に対する市場ニ

ーズの高まりにより、ようやく弊社のこだわりをご理解いただけるようになってきました。 

そこで、弊社の「本物にこだわる」経営スタイルをさらに発展させながら、消費者に皆様に安心をお届け

する戦略を次のように練っています。 

（１）本物へのこだわり 

弊社のような企業は信用が第一です。「本物」へのこだわりを持ち続けそれを追求することによって、信

用力ひいてはブランド構築につながるものと確信しています。そのためには①網元（漁師さん）との良好

な関係を維持し、②社員全員が気持ちを一つにして本物へのこだわりを持ち、③買い付け（浜の先取り）

から消費者までの流通経路を明確にし、④経営者自身もしくは経営者が認めた「一流の眼」を有する者し

か仕入れをさせない仕組みを維持していきます。 

（２）ブランド構築 

商標登録した『京前』ブランドを構築し世の中に浸透させるために、①『京前』という名称を商品に付

する基準を確立し品質保証をするとともに、②効果的なＰＲ活動を実践します。 

具体的には、『京前』を付するために、漁場、漁法、浜の先取りという基準を満たしかつ海産物ごとの規

格といった形式的基準に加え、頑固な経営者が培った「目利き」力というノウハウ（暗黙的基準）による

スクリーニングを実施し、それをクリアしない限り流通にはのせません。 

また、先述したフレンチ・シェフをはじめ、洋食界のシェフとの人的ネットワークを大切にし、彼らの

口コミや紹介により販路を拡大します。和食界と異なり、採用する食材を既存の産地ブランドに固定して

いない洋食界から認知していただき『京前』ブランドを築くことにより、参入が難しい和食界の障壁を下

げていきたいと考えています。加えて、料理店のお客様の声を聞き、感想を紹介することによって『京前』

ファンを増やしていきます。 

 京都にはブランド構築のための様々なヒントが沢山存在します。そこに共通するものは、誰もが認める

「本物」であるということです。弊社の経営戦略も「本物」の追求が原点となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本三景天の橋立） 

（伊根漁港） （三津漁港） 

（丹後半島） 
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Ⅵ．会社概要 

 

［組織］ 

◇社名   有限会社平井活魚設備 

取締役  平井 輝男 

◇本社工場 〒627-0037 京都府京丹後市峰山町千歳207-5 

      TEL 0772-62-3550 FAX 0772-62-3500 

      ◆活魚事業部 活魚流通センター 

       取締役  平井 誠 

      〒627-0005 京都府京丹後市峰山町新町175-1 

      TEL 0772-62-1281 FAX 0772-69-1091 

URL http://www.katsugyoya.com 

E-mail kyomae@katsugyoya.com 

◇法人設立 1991年 

◇資本金  300万円 

◇決算期  2月 

◇取引銀行 京都北都信用金庫、京都銀行 

◇資格等  建設業許可（管工事業）・2級管工事施工管理技士 

◇従業員  3人 

 

［事業内容］ 

活魚・魚介類の販売  水槽設備の製造及び販売 

 

沿革 

1968年～1991年 活魚水槽の製造販売及び活魚の卸業務の展開 

1991年 有限会社平井活魚設備として法人化 

 同時に新社屋建設、工場及び活魚センターの増強 

1998年 活魚センターをバイパス沿いに移転、規模を拡大 

 同時に地元天然魚に力を入れる 

2005年 商標を取得 

2005年～2006年 ブランド化を目指し新しい流通システムと安全性を追及 

2006年10月 京前ブランドとし地場生産者と協力し確立を目指す 
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知的資産経営報告書とは 

 真の企業価値を把握するには、企業における有形資産のみならず、人的資産、知的財産、ノウハウ等から

なる「知的資産」を認識し評価を行うとともに、それをどのように活用して企業の価値を高めていくのかと

いう経営戦略を知ることが重要です。知的資産経営報告書とは、この「知的資産」を活用した企業価値向上

に向けた活動（価値創造戦略）を、ステークホルダー（利害関係者）に分かりやすく伝え、企業の将来性に

関する認識の共有化を図るために作成されるものです。企業の価値創造性が重要視されている現代社会にお

いては、このような報告書により、企業の正確な実力をはかることがより一層重要です。知的資産経営報告

書作成にあたり、経済産業省から 2005 年 10 月に「知的資産経営の開示ガイドライン」が公表されており、

本報告書は、原則としてこれに準拠して作成しています。ただし、大きな資本や生産設備等を有しない中小

の流通業にとって、長期にわたる事業計画や売り上げ見込みをベースにした指標を詳細に記述することは難

しく、また経営戦略やアイデアの全てを仔細に公表することは望ましくないと考えます。このため、商品説

明、新事業内容、ノウハウや人的ネットワークの優位性等を中心に詳述し、その結果、新規顧客や連携企業

等の開拓につながることを期待して本報告書を作成しました。 

 

●注意事項 

本報告書に記載されている計画、見込み、戦略などは、現在入手可能な情報に基づいて弊社の判断で記載

したものです。つまり、現時点における弊社の将来予測であるために、内外の環境の変化や研究開発の進展

によっては、記載内容を見直すことがあります。従って本報告書に記載した内容や数値を将来にわたって保

証するものではありません。 

 

■この報告書に関するお問合せ先 

 有限会社平井活魚設備 活魚流通センター 

  取締役 平井 誠 

〒627-0005 京都府京丹後市峰山町新町175-1 

TEL 0772-62-1281 FAX 0772-69-1091 

E-mail shop@katsugyoya.com 

 

 

■謝辞 

本報告書の作成にあたり京都工芸繊維大学・地域共同研究センターの中森助教授と行場客員教授からご

指導ならびにご支援いただきましたことに感謝いたします。 

また、丹後ブランドパイロット事業から地域のブランド化を図るために一緒に取り組んできた京丹後市

商工観光部・丹後の魅力総合振興課様ならびに丹後ブランド研究会の皆様、地域企業の活性化を図り知的

資産経営報告書を作りあげる機会を与えていただき応援くださった京丹後市地域再生協議会様に厚くお礼

申し上げます。 

最後に経営革新申請に伴いご指導いただきました伊藤コンサルティングオフィスの伊藤先生、勉強の機

会を与えてくださった商工会（丹後地域中小企業支援センター）の荻野様、そして弊社を支え応援してく

ださる地域の個人生産者・生産組合・漁業組合の皆様に感謝いたします。 

有限会社平井活魚設備 活魚流通センター 

取締役 平井 誠 
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■著者 

  ・有限会社平井活魚設備 活魚流通センター 取締役   平井 誠 

 

  ・知的資産経営推進者（共同執筆者） 

   京都工芸繊維大学 地域共同研究センター 助教授   中森 孝文 

                       客員教授  行場 吉成 

                       研究補助員 矢倉 良浩 

  ・協力者（共同執筆者） 

   北野会計事務所             税理士   吉田 俊也 
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＜参考＞ 丹後の海鮮メニュー 

京前グジ 

水揚げ直後のアカアマダイは身が活きており地元では刺身などで食べる習慣があります。漁場の特権です

が今後、京の前浜直結システムでアカアマダイのお刺身が身近になることと思われます。 

                    

      

         

 

 

 

グジの松皮造り グジの焼き霜造り 

グジの潮汁 グジの若狭焼き（塩焼き） 

グジの酒蒸し 

料理写真協力 宮津市江尻  福寿亭 

グジの昆布じめ 



 22

京前ブリ 

冬の味覚、日本海の寒ブリは丹後のお正月に欠かせない魚。しゃぶしゃぶが人気です。 

 

写真協力   宮津市文殊 松和物産 

京前松葉ガニ 

丹後の冬にはなくてはならない松葉ガニ。冬のカニシーズンは丹後に活気が訪れます。 

                       

 

写真協力 京丹後市網野町浜詰   大山荘  枕山荘 

 

寒ブリのしゃぶしゃぶ さっと湯通しする事で更に旨みがまします 

松葉ガニフルコース 焼きガニ 

カニ鍋 活松葉ガニお造り 


