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プロジェクト  日中間水産事業プロジェクト

 MIC ~Mirth Coin~通貨名

１ . 通貨名＆プロジェクトリーダー

日中間水産事業にMICを活用する事で
運営を円滑に行うプロジェクト

Mirth ＝ 歓喜 ・ 陽気

日中間を軸とした国際的な水産貿易（冷凍まぐろetc）事業の

運営を円滑にすべく、そしてプロジェクトメンバー及び投機家
に歓喜をもたらすべく生まれた暗号資産通貨
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2-1 . MICの優位性

「保有市場と活用市場」

保有市場・・・クローズマーケットを中心とした消費行動から投機参加への実現を目指す
活用市場・・・事業規模に連動させる

「信頼性」

プロジェクト参加者である企業集団とのアライアンス、
又、事業プロジェクトの規模に連動させる事で高い信頼性を実現します

「実現可能性」

他の暗号通貨ICOと異なり、
新たな市場の創造だけではなく、既存の成長市場にアプローチします
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2 -2 . MICの優位性

「保有市場と活用市場」

保有市場・・・クローズマーケットを中心とした消費行動から投機参加への実現を目指す
活用市場・・・事業規模に連動させる

■ ICO後もほとんどの暗号通貨が値下がり、市場現象する要因は？

⇒“交換以外での需要が無いに等しいから”

「流動性がない取引所でのみ取引される通貨」や、結果的に当該通貨市場の形成が出来ない暗号通貨は、
当然“売り勢力”が強くなります。よって通貨価値が上昇することなく平行線もしくは下降線を辿ります。

■ MICは価格安定、上昇が見込めるのか？

⇒MICの活用として事業連動させる事で価格安定、上昇を図る

消費行動における特典付与（ポイント等）することで消費者に投機参加の機会を与えます。又、将来的に市場規模
の拡大を予想させる事業と連動させる。これにより価格の安定と上昇予想を感じさせる事で交換に集中させない。
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2 -3 . MICの優位性

「信頼性」

プロジェクト参加者である企業集団とのアライアンス、
又、事業プロジェクトの規模に連動させる事で高い信頼性を実現します

暗号通貨が認知された当初、世界中のガソリンスタンドでビットコインを使用して燃料補給することが可能に
なりました。言い換えれば流通市場をもった暗号通貨となったわけです。しかし、昨今、取引所での売買が主
流となりビッコインの価格は高騰し始めます。その為、開発者の方針であるブロックチェーンで保護された代替
通貨としての役割は無視されました。結果、暗号通貨による消費（決済通貨としての役割）を否定し、投機材
料としての活用のされ方に集中しています。

これは殆どの暗号資産において同じであり、「国家の経済的信用で担保される国際通貨」の代替として生ま
れた「消費者の信用で形成されるデジタル通貨」としての役割の過程であり、途上と言えます。

MICは上記の事実を受け止め、プロジェクトパートナーと共に高い信頼性をもった暗号通貨の確立を目指し

ます。それは、投機材料としての一面を活用することで、特典付与等により消費行動を促進させる仕組み、さ
らにはその消費行動により得た暗号資産（MIC）で投機市場に参加できる枠組みを形成します。これにより、交
換取引のみではなく、既存の市場を拡大する役割を果たします。
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2 -4 . MICの優位性

「実現可能性」

他の暗号通貨ICOと異なり、
新たな市場の創造だけではなく、既存の成長市場にアプローチします

前述した通り、MICを投機材料で終わらせない為には「実用性と将来性を兼ね備えた流通市場をスピード
感をもって実現する」必要があり、それには流通市場をもつ企業とのパートナーシップが必須と言えます。
パートナー企業と新たな市場を形成するのではなく、既存の市場にMIC活用による付加価値アプローチを
企画提携することで、市場の共有、拡大を共に目指すのです。
これは、「新たな事業の立ち上げ」や「新たな市場の形成」を目指すICOとは大きな違いと言えます。

結果、興味のない人でもストレスなくアプローチ出来る環境の創出や、現存のビジネスシーンを脅かすの
ではなく活性化させる役割を果たし、投資家にとっても単純な投機材料ではなく、社会貢献投資に繋がる暗
号資産が生まれる事になります。
この実現は、MICを活用する様々な立場の人々にとって『Mirth“歓喜”』をもたらすと確信しています。
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3 -１ . MICのビジネスモデル–背景 アライアンスパートナー

8

◇電子マネー決済（Wechat Pay /ALIPAY ）
日本国内約1000店舗の加盟店

3000万人を超える訪日外国人による電子マネー決済（特に中国
人）は1端末で1000万円/月を超える事例は屡々です。
アライアンスパートナーは日本国内に約1000店舗のホテル・ドラッグ
ストア・クリニック・カフェetcに端末設置しています。

◇日本華商経済文化促進会 （在日中国人約90万人 在籍関東近郊経営者約2000人）
日本華商経済文化促進会は2010年に設立し、その前身は黒馬会を略称とする中日創業交流協会です。華商企業リソースの統合

と利益共同体の形成に力を入れ、国際市場における華商企業の競争力の向上を図っています。特に、会員企業のために国際協力
のプラットフォームを提供し、国内外市場の開拓と企業の発展を支援し、積極的に中日両国の経済文化交流へ貢献しています。会
員は日本で事業を展開する起業家や管理者からなり、中にはゼロからスタートした経営者もいれば、日本各大手企業や商社で活躍
する役員も在籍し、多くの人材が一堂に集まっています。

◇約100万人クローズマーケット（中国）

中国国内で展開する小紅団は約20万人のセールスレディー
と約100万人を超える富裕層集団です。
クローズマケット内でのEコマースやオープン市場に展開する
店舗運営など多様な販売戦略をとっています。



3 -2 . MICのビジネスモデルー背景 特典付与システム/決済システムへの将来性
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◇POS決済システム

日本国内おいてもヨドバシカメラなど多くの店舗で仮想通貨決
済を取り入れました。しかしながら通貨単価が国際通貨に比較
すると変動が激しく主流となるには懸念されています。

そこで我々はアライアンスパートナー顧客に対してポイント同様
にMICを消費に対する特典付与として発行するPOSシステムを将

来に向けて開発致します。消費者にとっては付与されるポイント
（MIC）が投機につながったりアライアンスパートナーの提供する
サービスへの参加に繋がります。今までの汎用性/換金性の薄

い独自特典と比較しても消費者にとっては有用性があると言え
ます。またアライアンスパートナーにとっても市場拡大、促進に一
役を買うことは間違いないでしょう。

また将来的に仮想通貨による物流決済が本格化した際には、
その事業者として優位に立てる事となります。



3 -3 . MICのビジネスモデル–背景

【現況】
日本を除いた世界のまぐろ類の消費量は、過去10年間で約15％増加しているのに対して、日本の消費量は逆に16％
減少している。またFAOは、2025年までの食用水産物供給量の予測を行っており、世界全体では今後10年で21.2％増加
する予測に対して、日本は5.1％減少する予測を立てている。（SOFIA2016）

漁獲量 供給量 消費量 養殖（蓄養・完全養殖）

生産量（漁獲量＆養殖量）には厳格なルールがある

ICCAT •大西洋マグロ類保存国際委員会 大西洋
IOTC •インド洋マグロ類委員会 インド洋
IATTC •全米熱帯マグロ類委員会 東部太平洋
WCPFC •中西部太平洋マグロ類委員会 中西部太平洋
CCSBT •ミナミマグロ保存委員会 ミナミマグロ生息域

クロマグロ、ミナミマグロ、メバチマグロが国際自然保護連合（IUCN）の絶滅危惧種として登録済 10

http://www.iccat.int/en/
http://www.iotc.org/
http://www.iattc.org/
http://www.wcpfc.int/
http://www.ccsbt.org/


3-4 . MICのビジネスモデル–背景

◆クロマグロは日本人の大好物でもあります。世界の消費量の約８割を国内で食しているといわれています

◆近年は健康志向の高まりに裏打ちされた日本食ブームや東アジアの経済発展等を背景に諸外国の刺身マグロ需要が増大し、日本が国際取引で買い負ける場面さえ
現実化している が、社団法人責任あるまぐろ漁業推進機構によれば2007年時点での主要国の市場規模は米国3.0～5.0万t、EU0.4～0.8万t、韓国1.5～2.0万t、
台湾0.5～0.8万t、中国0.4～0.6万tに過ぎない。

◆世界のマグロ漁獲量は2008年現在180万tで、赤身の代表であるメバチ・キハダが全体の86％（後者は缶詰にも向く）、缶詰向けが多いビンナガを加えれば同３種が97％を
占める（表３）。 クロマグロとミナミマグロは良質なトロがとれることから「脂マグロ」と総称され、名実ともに高級魚の筆頭に立つが、生産量はわずか３%に過ぎない。
加えて、天然脂マグロ１尾からとれるトロの部位は正肉重量の３割程に限られ、近年は魚体の小型化や脂のりの低下もあいまってその希少性はますます高まりつつある

◆日本のマグロ類の輸出量は、2004 年、2007 年、2010 年を除いて、概ね2～3 万トンの水準で推移をしている。
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3-5 . MICのビジネスモデル–背景

朝日新聞デジタル マグロの世界（築地市場/東京） https://www.asahi.com/special/tsukiji/tuna/profile/

クロマグロ

クロマグロとタイセイヨウクロマグロの２種があり、いずれも「本まぐ
ろ」と呼ばれる。マグロの最大種で、体長４メートル、体重６００キロ
にもなる。時速８０～９０キロの高速で長距離を回遊する。若齢魚
は「めじ」や「よこわ」と呼ばれ、主に刺し身で食べる。人との関わり
は古く、紀元前７千年には地中海で、日本では縄文時代から利用
していたとされる。現在、外国の漁獲の多くは日本向けに輸出され
る。１９７０年以降は乱獲が指摘され、漁獲制限や人工種苗の開発
が試されている。日本での旬は、脂肪をため込む冬。腹身のトロは
最高級のすしだねだ。赤身もまたよろしく。部位により違う味わいが
楽しめる。

ミナミマグロ

南半球の中緯度を回遊するため、脂がのる「旬」は日本では春から
夏。インドマグロとも呼ばれる。成魚の体長はおよそ２００センチ、
体重１５０キロと、クロマグロに次ぐ大きさ。１９８０年代には缶詰に
も用いられていたが、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）のレッドリストで
絶滅危惧種とされるなど乱獲が指摘された。日本を含む主要な漁
獲国は「みなみまぐろ保存委員会」をつくり、漁獲量を制限。資源は
回復しつつあり、現在は世界でとれるほぼ全てが日本で刺し身や
すしになっている。強いうまみと酸味がある高級魚で、今では「脂の
ある部分」と同義の「大トロ」という言葉も、本来はこのミナミマグロ
とクロマグロにのみ使われていた。

メバチ

熱帯・温帯域に広く分布する。体の割に頭部と目玉が大きく、ずん
ぐりとした体形。重さ２００キロになる大物もいるが、体長１メートル、
重さ１００キロ程度のものが多い。世界の漁獲量はマグロ類の中で
キハダに次いで多く、刺し身用として出回るマグロの中では一番だ。
まき網でとる小型のものは缶詰などになる。近年では人工の集魚
装置（ＦＡＤ）が普及して、大型巻き網漁船によって子供のメバチが
大量に漁獲され、資源の減少が心配されている。生は高級で特に
秋にとれ始める三陸ものは高値がつく。赤身が多く、中トロもとれる。
身は鮮やかな赤。酸味が穏やかで脂の甘みやうまみも強い。

キハダ

成長とともに第２背びれとしりびれが伸び、鮮やかな黄色にな
る。胸びれも長い。大きなものは全長２メートル、体重２００キ
ロほど。世界中の温帯から熱帯に広く分布する。全世界の漁
獲量の９割がまき網によるもので、主に缶詰の原料になる。
はえ縄で漁獲されるものも、１９７０年代半ばまでは加工品の
原料だったが、急速冷凍設備の普及で刺し身やすしだねに
用いられるようになった。淡い紅色をした肉はマグロ類の中で
も脂肪が少ない。特に名古屋から西の地域で好まれ、赤身は
春から夏がさっぱりとして美味とされる。

ビンナガ

体長１メートル前後の小型のマグロ。胸びれが非常に長いの
が特徴で、これをもみあげに見立ててついた名が「鬢長（びん
ちょう）」。「トンボ」と呼ぶ地域もある。世界中の熱帯・温帯域
に広く生息する。淡いピンク色の身は、シーチキンやホワイト
ミートの名称でカツオやキハダより高級な缶詰の材料となる。
火を通しても柔らかいので、から揚げ、ムニエルなどにして食
べられる。日本では、回転ずしが急増した１９７０年代から、全
国的にすしだねとして使われるようになった。脂ののった腹身
の部分は「ビントロ」と呼ばれ、甘みが強く酸味はほとんどな
い。

コシナガ

他のマグロと比べ体が細く、特に尾部が長いことから名がつ
いた。日本からオーストラリアまでの西太平洋やインド洋に分
布する。マグロの中で最も小さく、漁獲されるのは５０センチ
ほどのもの。腹部には白い斑点がある。日本では、主な漁業
の対象ではないため流通量が少ないが、カツオのとれない九
州北部や山陰では秋の風物詩的な存在だ。ほとんどが赤身
で、さっぱりした味わい。刺し身や焼き物で食べる。オーストラ
リアではステーキやフライ、インドネシアではカレーの具やソ
テーに利用されている。

◆マグロの種類
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3-6 . MICのビジネスモデル–背景

◆部位

◆製品の選定、設定の検討（需要部位、サイズ）

眼肉

カマ

腹ロイン背ロイン腹

ブロック サク

アゴホホ肉
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3-7 . MICのビジネスモデル–背景

刺身まぐろ市場拡大中の中国/香港に対して、
国際的生産量が少なく、希少価値の高く、人気の高い「トロ」を中心とした
天然/養殖の超低温冷凍マグロ（クロマグロ・ミナミマグロ）に絞り、輸出販路拡大を狙う

◆製品の選定、設定の検討（需要部位、サイズ）
◆５つの戦略の検討
⑴ 「生産to消費者」における販路及びコールドチェーンの確立
⑵ TUNA SCOPEの導入 （商品ブランディング＆高品質認識）
⑶ MSCラベル取得 （商品ブランディング＆安心安全）
⑷ 製品／販売ブランディング （独自ブランドの確立、プロモーション企画（イベント・PV etc））
⑸ SNSインフルエンサー活用 （ 「微博（ウェイボー）」 「bilibili（ビリビリ）」 etc）

他）リスクマネジメント ⇒ 不漁時対応、決済トラブル
販売サポート体制の有無
流通経路の明確化
ブランディングの多角化（ヘルスケアフード市場）

※必要書類
・輸出水産取扱施設の事前登録（登録施設一覧）
・クロマグロ漁獲証明書（申請先一覧）
・原産地証明書（水産庁）
・放射能検査（登録検査機関）
・衛生証明書（衛生証明書発行機関一覧）

2019年11月6日
中国国際輸入博覧会で250キロの本マグロが注目集める

■輸出、販売における基本戦略

14

http://daiichi-suisan.co.jp/wp-content/uploads/2017/02/1657c5805cf99281aa9f44f703f4ef3e.xls
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/exporttuna/pdf/shinseisaki20140728.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/shokuhin_kensa.pdf
http://daiichi-suisan.co.jp/wp-content/uploads/2017/02/b478b5e9d2c7c06e34b6ee0003397ba9.xls


3-8 . MICのビジネスモデル–背景

◆－６０度の革命【急速冷凍・保管】

刺し身に寿司。マグロにとっては火を通さない食べ方こそが、ごちそうになる。
肉の場合が煮たり焼いたり、調理に時間をかけて商品価値を高めていくのとは逆なのだ。
ならば、海で釣り上げたところで時間を止めて、鮮度そのままに魚を届けたい。
血の気が多く、酸化によって変色してしまう

マグロをもっと冷やせ、 もっと早く冷やせ――。

※－60℃の超低温の急速冷凍保管で鮮度・品質を保つ
※約２年間は生マグロと変わらない新鮮さを保つ
※細胞内の結氷が細かい→解凍時に細胞が壊れにくい

→食感やうまみ成分の保持が良好

開発したAIをスマートフォンアプリに実装し、日本の焼津・三崎の水産工場、さらには中国・大連の工場での冷凍マグロの検品フローに実際に導入。
熟練の職人による品質判定の結果と照らし合わせた大連での精度検証の結果、その一致率は約90%を記録しました。
マグロの尾の断面の撮影データから、瞬時にその品質を判定するAIにより、日本の高精度な目利きが、海を越えて実現しました。

⑵ TUNA SCOPE（電通）の導入 （商品ブランディング＆高品質認識）

⑴ 「生産to消費者」における販路及びコールドチェーンの確立

世界のマグロ関連団体が加盟する社団法人「責任あるまぐろ漁業推進機構」の
推計によると、日本を除く国・地域の２０１１年の刺し身マグロ消費量は約１５万トン。
０７年の前回調査時の１．７８倍に増えた。欧米での日本食ブームが一般にも定着
したことが大きい。一方、様々な食文化が広まる中国では、冷凍マグロを流通させる
ためのコールドチェーンが十分に整備されていないため、大きな伸びが見られない。
マグロの刺し身を食べられるのはまだ一部の富裕層にとどまっているという。

※超低温機械式冷凍庫を搭載したトラック輸送
（-50℃以下で液体窒素を使わない短時間で室温を戻せる気機械式）

【販売・流通における基本戦略】
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3-9 . MICのビジネスモデル–背景

⑶ MSCラベル取得 （商品ブランディング＆安心安全）

⑷ ブランディング ⑸SNSインフルエンサー

【販売・流通における基本戦略】

※事例

全人代の開幕に合わせ、5月22日に北京のシャングリラホテル内にある高級日本料理店「西村」で、高知県産
クロマグロの解体イベントが開催された。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、食品関連イベントは実施
できない状況が続いていた。本イベントは、感染が収束に向かいつつあることを受け、高知県産クロマグロの
流通再開をPRする目的で実施された。

本イベントには中国版Twitterの「微博（ウェイボー）」や動画プラットフォームの「bilibili（ビリビリ）」
上に多くのフォロワーを持つ、インフルエンサー8人が参加した。ビリビリでのライブ配信では
4,000人が視聴する中、視聴者の質問にリアルタイムで回答しながらマグロを解体する様子が実
況中継された。

本イベントでは、高知県の道水中谷水産が養殖した「黒浪本マグロ」が使用された。ほぼ天然の餌のみで
育てられ、上品な脂がのっているのが特徴で、参加した現地水産物卸売業者は「黒浪本マグロのように脂が
のっているマグロは、中国人に好まれる」と感想を述べた。
高知県によると、同県における2018年の水産物輸出額は合計2億7,316万円で、前年比235％増の大幅な伸びを
記録した。2019年9月には、水産物の売買、加工、製造、販売を行う高知道水が中国向け輸出水産食品施設
登録を完了させており、今後、高知県産水産物の中国への輸出拡大が期待される。高知県庁は、今回の
イベントを皮切りに、今後より規模の大きいイベントの開催を予定しており、高知県産マグロの中国市場への
流通を拡大していきたいとしている。

漁業が、MSC漁業認証規格に則りMSC漁業認証を取得し、その漁業で獲られた
水産物を、流通から製造、加工、販売に至る全ての過程において「CoC認証」を

取得した企業が適切に管理することで、初めて「海のエコラベル」のついた製品
が消費者の食卓に並べられるようになります。「CoC」とは、水産物の漁獲から消
費者の手に渡るまでを「認証」というチェーンでつなぐことを意味する「Chain of 
Custody（管理の連鎖）」を略したもので、MSCラベルの信頼性を支える重要な柱
のひとつです。MSC漁業認証の取得が世界中で広がる中、CoC認証を取得する
企業も増加しています。

商業的メリット
•ブランド認知度、ブランドイメージの向上につながる
•販売促進と宣伝の大きなチャンス
•新たな市場の開拓と新たな顧客の獲得につながる
•原料の安定的な調達に繋がる
•CSR（企業の社会的責任）に関する、投資家、従業員、顧客の認識向上
•認証を通じたトレーサビリティの向上、管理体制の改善
•SDGs（持続可能な開発目標）の目標14「海の豊かさを守ろう」に貢献できる
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https://www.msc.org/jp/standards-and-certification/MSCstandardjp/MSCFisheryJP
https://www.msc.org/jp/forbusinessesjp/fisheryJP
https://www.msc.org/jp/forbusinessesjp/supply-chain
https://www.msc.org/jp/what-we-are-doing/whatisMSCJP/SDGsMSC
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://photolibraryjp.blogspot.com/2020/03/blog-post_540.html&psig=AOvVaw1UG9CWXoVDvvczOuPhdxSz&ust=1605516289052000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDWrcmUhO0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://photolibraryjp.blogspot.com/2020/03/blog-post_540.html&psig=AOvVaw1UG9CWXoVDvvczOuPhdxSz&ust=1605516289052000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDWrcmUhO0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http://www.mykhe2hotel.com/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%A7%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%81%8C%E8%A9%B1%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E9%A7%84%E7%9B%AE%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/&psig=AOvVaw1d0nNCY6g6Way0fGHAEesc&ust=1605514763558000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCC2e6OhO0CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http://www.mykhe2hotel.com/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%A7%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%81%8C%E8%A9%B1%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E9%A7%84%E7%9B%AE%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/&psig=AOvVaw1d0nNCY6g6Way0fGHAEesc&ust=1605514763558000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCC2e6OhO0CFQAAAAAdAAAAABAD
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3-10 . MICのビジネスモデル–背景

中国のカニで有名なのは「上海ガニ」だが、いわゆる淡水カニの一種であるため、小ぶりです。
それに比べて日本のカニは海で採れた大きなもの。
中国で大きなカニを食べようとする場合、大型スーパーなどで輸入品の冷凍カニを買うことが
できるが、価格が非常に高いこともあり、日本のカニ専門店のカニがリーズナブルに映るようです。
中国人に人気の理由は、当然その味だが、時代さながらの理由もある。
ボイルすれば真っ赤に染まり、その大きさ、色合いともにSNS映えバッチリということも人気が高まる
理由というわけです。

中国人に人気の日本の蟹

「小さい上海ガニより食べ応えがありおいしい」

中国トレンドExpress

人気のタラバガニ、ズワイガニ、毛ガニ
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今冬はカニが高い。北米、ロシア産が主力のズワイガニとタラバガニの輸入価格が過去最高値となっている。
北海道産の毛ガニも漁獲量の減少を受け、卸値は5年で3倍になった。温暖化の影響で水産資源が年々
減少する一方、中国でカニ人気が高まっているためだ。
日本は米国に次ぐ世界2位の消費国。日本でよく食べられ「三大ガニ」と呼ばれるズワイガニ、タラバガニ、
毛ガニのうち、ズワイとタラバは消費量の6割以上を輸入品が占める。
10月末、米国アラスカでのタラバガニの値決め交渉の結果、今年は1キロ5千円と前年より15%上昇し、
最高値を更新した。5年前より6割高い。海の温暖化の影響で資源が年々減少、アラスカの漁獲枠が
前年比で35%減少したためだ。アラスカの高値を受け、もう一つの主産地ロシア産も前年より2～3割
値上がりした。ズワイガニも5年で値段が2倍に上昇した。今年のアラスカ産は1キロ2100円と
過去最高値だった昨年と同水準、ロシア産は前年比2割値上がりした。
日本人が最も食べているズワイガニだが、世界の生産量約8万トンのうち日本は2万トンを輸入している。
殻付きの脚のほか、回転寿しのネタやカニクリームコロッケにも使われる。

北海道産の毛ガニも昨年に続く大不漁で、最高値となっている。豊洲市場（東京・江東）の卸値は1キロ9千円前後と5年前の3倍になった。
高値に拍車をかけているのが、アジアでの需要の増加だ。中国と韓国の輸入量は4年間で3倍に増えた。
特に中国人は「小さい上海ガニより食べ応えがありおいしい」（30歳代の上海の女性）と、日本旅行をきっかけにファンになる人が多い。
カニは100%天然物だ。成長するまでに10年以上かかるため「台風被害などのリスクを考えると、怖くて養殖できない」（大手水産会社）と話す。
供給の大幅な増加が見込みにくい一方、「米国や中国の需要は伸びている」（同）ため、今のところ値下がりの要素は見当たらない。
今週、北陸から山陰の日本側でカニ漁が解禁される。鍋やお正月の食卓を彩る食材の代表格で、これから最需要期に入る。

電子版日本経済新聞2018年11月5日 11:37

3-11 . MICのビジネスモデル–背景

今冬のカニは高い、輸入タラバ最高値 中国で消費増

カニは資源量が年々減少している



19

吉林省琿春市ではロシアから輸入した活カニが
金額で前年同期比321％と大幅に伸びている。
吉林省琿春市から中国各地へ輸送されているが、
上海からの中国各地への輸送も広がりを見せて
いる。

3-12 . MICのビジネスモデル–背景

◆上海だけでなく中国全土に広がるカニ需要

上海にて蟹の消費が高いことに加え、中国各地
への輸送も広げたいため、上海では蟹の物流が
より多く必要な状況にある。



世界のマグロの漁獲量ランキングトップ10

20

◆日本と中国の対比

世界の水産物の漁獲量・生産量ランキングトップ10

中国は総合的に見た時に、水産物全体の漁獲量、生産量のランキングで世界第1位である。しかし、マグロに関しては

世界第10位となっている。近年、中国ではマグロを食べる習慣も根付いてきており、需要と供給のバランスがとれていない。

3-13 . MICのビジネスモデル–背景

出典・参照：FAO（Food and Agriculture Organization）

http://www.fao.org/


【豊洲】

築地魚市場株式会社実績

総売上：約770億円（2019年）、約720億円（2020年）

参考→豊洲市場のマグロの取り扱い（2019年）：約9,700トン、約250億円

豊洲市場のカニの取り扱い（2019年）：約1,320トン、約54億円

（毛ガニ、タラバガニ、ズワイガニ）

豊洲市場の総数（2019年）：約34万トン、約3,600億円

日本：約1億2,700万人

東京：約1,400万人

【上海】

横沙国際漁港 中国国際金枪鱼交易中心の実績（2020年）

マグロ：約20億元（約320億円）

サーモン：約3億元（約50億円）

タラバガニ・ボタンエビ：約5～6億元（約80億円）

中国：約14億3,500万人

上海：約2,400万人

日本と中国の人口を比べて分かる通り、中国は日本の約11.3倍の市場がある。しかし、現状、上海の中国国際金枪鱼交易中心ではマグロの供給が

追いついていない状況である。中国国際金枪鱼交易中心は2020年にスタートしたばかりだが、コロナ禍だというのにすでにマグロにおいて約320億円の

市場を持っている。規模感、スピード感共に今の日本では考えられない程に急成長しており、非常に楽しみな市場である。

中国国際金枪鱼交易中心はこのプロジェクトに参加することが決まっており、日本と独占的にタッグを組んでいく。中国国際金枪鱼交易中心は2021年が

スタートし、すでに昨年の実績+20％が見えている状況なので、売上高500億円を目指していく。

3-14 . MICのビジネスモデル–背景

21



22

◆中国の物流市場の現状

豊洲市場で扱っているマグロやカニは日本近海はもちろん、世界各国で漁獲され豊洲市場に集まってくる。中国は先ほどのランキングでも

示した通り、自国の漁獲だけでは不足しているため、輸入をしている。今回のプロジェクトでは、築地魚市場株式会社と中国国際金枪鱼交易

中心を独占的に結び付け、マグロやカニを上海へ輸出し、中国の不足しているマグロ、カニ市場を獲得していくことになる。

4-1 . MICのビジネスモデル



仕入れ・売上に伴う流動性資金のトラブル回避、信用担保として

中国にて500億円超の売上を目指している（=仕入れ額が500億円）。

その際、当然仕入れ代金が発生するが、仕入れ元となる日本、

日本の先の国は仕入れ代金が入ってこないかもしれないという

リスクがある。このリスクをMICを担保として解消していく。

エスクローエージェントを今回のプロジェクトに

合わせて設立し、トラブルの際にはエージェント

からMICを補填する。補填された国はその

MICを市場にて売ることで現金が手に入る

という流れとなる。

中国にて500億円超の売上を目標にしているので、①＋②＝1,000億円。

上記のMICを担保（補填）とするためには、1MICは最低100円をキープしなければ

ならない。それは物流による利益にて買い支えをしていく。

トークンバランス詳細は25ページ参照。

※エスクローエージェント

中国と日本と仕入れ先による中立的な第三者機関。

マグロ、カニ

エスクロー
エージェント

①仕入代 ②仕入代

20億枚×48％＝9億6,000万枚

9億6,000万枚×100円＝960億円

960億円÷12ヶ月＝80億円／月

4-2 . MICのビジネスモデル
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マグロ、カニ
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リスティング＆事業スケジュール

2021年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2022年

上場①
ATAIX

（エストニア）

上場②
EMIREX
（ドバイ）

◆上海現地法人立ち上げ
◆中国国際金枪鱼交易中心独占契約
◆日本の市場法導入？
◆卸先契約

20万人市場のECサイト
アリババ高級スーパー約300店舗
上海の日本スーパー

◆テスト①
最小ロットでの発送
決済システムの機能確認
反響確認

◆卸先の拡大
取扱会社
取扱店舗

◆テスト②
アリババ「独身の日」セール出品
売上額・反響確認

◆通常便スタート
売上4億円／月

アリババによる中国最大のオンラインセール
「独身の日セール」は1つの目玉となる。
2020年は過去最高の約7兆9,200万円を突破。
流通総額ランキングでは5年連続で日本が1位を
獲得している。（売り上げの約1割）
「日本製品は、安心安全で高品質といったイメージが
根強く、中国消費者から支持されている」との評判も

ある為、食品の需要も高い。日本のマグロは注目を
の商品になる見込みがあり、期待できる。
「限定〇〇」という売り方でロスを出さずに売り切る。

2022年1月より通常の輸出をスタート
2025年には売上高500億円超を目標に進捗させる

4-3 . MICのビジネスモデル
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4-4 . MICのビジネスモデル



4-5. MICのビジネスモデル
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5 . Technical Information / ICOｽｹｼﾞｭｰﾙ

◇ Token name トークンネーム

Mirth Co in (Mi r th Co in is an Ethereum based on ERC20 )

◇ Token symbol トークンシンボル

MIC

◇ Total supply 総発行数

2,000,000,000 MIC

◇ Technical adviser

株式会社MAIA 東京都港区虎ノ門5-11-13
https://maia-inc.com/

◇ ICOスケジュール

①ATAIX 2021/4/3 ②EMIREX 2021/8/予定
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https://maia-inc.com/


6 . adviser
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リズミーは経験豊富な投資銀行家であり、現在多くの銀行、証券
取引所、ファンドとのアドバイザリービジネスを行っています。

会社はアラブ首長国連邦のドバイに拠点を置いており、ドイツ銀行や
東京、香港、ドバイのKBC Financial Productsなどの主要な投資銀行で

デリバティブの取引に20年以上携わっています。
また、Nasdaqドバイと協力して中東で最初の株式先物市場を設立

しました。 証券取引所、暗号空間での経験を利用して資金を調達し、
主要なクライアントに多数のアドバイスをしています。

彼はビジネスの修士号を持っており、日本でも教育を受けており、
日本語がとても堪能です。

Rizmy Shariff Profile Tigran Pogosyan Profile

アルメニア生まれ日本育ち。中高と日本のアメリカンスクール
に通い、スイスのフランクリン大学に留学。帰国後は大手金融
会社に勤務し、同社にてアジアパシフィックリーダーとして
アジア中の金融機関を相手にマネージメント業務に携わる。
その後、貿易関連の会社を含め複数の会社を設立。現在は
日本の東京を拠点とするIT・金融コンサルティング企業『MAIA
株式会社』の代表取締役として経営に注力。 この度MICの
テクニカルアドバイザーとしてMICの発展にも注力しています。
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セールに伴う資金配分

仕入れ準備資金 開発 マーケティング セキュリティ リーガル
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5%

5%
2%

48%

トークンセール

トークンセール プロジェクトメンバー 開発アドバイザー シード投資家 事業利用

7 . トークンバランス
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8 . 法律と規制 免責事項

◇ 法律と規制

通貨トークンとして、私たちはすべての国際法および規制を遵守するよう努めています。通貨トークンは、AMLやKYCなどの基本要件の対象 と

なります。私たちはすべての規則、法律を尊重し、関係する権限を遵守します。

◇ 免責事項

プラットフォームおよびその他の事項に関してこのホワイトペーパーに示されている見解は、MirthCoinの活動に直接関連している場合と関連して

いない場合があります。本ホワイトペーパーはMirth Coinの意見であり、市場調査と技術的専門知識に基づいています。

このホワイトペーパーは、随時改訂されます。

このホワイトペーパーに記載されている情報は、投資家やパートナーがMICプロジェクトを理解するのに役立つように提供されており、Mirth Coinを法的

に拘束するものではありません。いかなる方法でも共有または形成し、他の関連当事者を法的に拘束するものではありません。このホワイトペー

パーの情報は、Mirth Coinトークンの購入または販売を勧誘、推奨、または提案することを目的としたものではありません。このホワイトペーパーは情報

提供のみを目的としています。


