
 
 

 

 

 
2022 年 9月 29 日 

株式会社フーディソン 

 

秋のサカナバッカ祭り開催 

「いろんな魚を知って、食べて、もっと好きになろう」 

10 月 1 日(土)から全店舗にてオリジナルエコカッププレゼントやぬりえコンテストなどのイベント開始 

 

生鮮流通の DX を推進する株式会社フーディソン(本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：山本徹、以下当社)

は、2022 年 10 月 1 日(土)より一般消費者を対象に sakana bacca 全店舗にて『秋のサカナバッカ祭り』を開催

いたします。期間中には、人気イラストレーターとコラボレーションしたオリジナルエコカッププレゼント企

画や、しながわ水族館の鑑賞チケットが当たる「サカナバッカぬりえコンテスト」など多数のイベントを開催

予定です。 

 

 
 

■背景 

サカナバッカは日本の豊かな「魚食」の文化を一般の方にも広く伝えたいという想いから、食べて美味しい

だけではなく、魚を知り、体験できるお店作りを目指しています。 

本イベントでは一般消費者の方により日常的に魚を食べてもらうことを目的とし、2022 年 10 月 1 日から 11

月 30 日の期間、特別イベントや連動企画を実施いたします。 

なお本イベントには「日本財団 海と日本プロジェクト」「しながわ水族館」「わくわく手づくりファーム川

北」「東京蒲田守半」にご協賛いただきます。 

  



 
 

 

 

■概要 

● 実施予定イベント：1.オリジナルエコカッププレゼントキャンペーン、2.サカナバッカ商品が当た

る抽選キャンペーン、3.「海のごちそうフェスティバル」連動企画、4.サカナバッカぬりえコンテ

スト 

● 主催：sakana bacca 

● Web サイト：https://sakanabacca.jp/pages/fish-fes-2022 

● 開催期間：2022 年 10月 1 日(土) ～ 2022 年 11 月 30日(水) 

● 開催店舗：sakana bacca全 8店舗(中目黒、都立大学、中延、五反田、エキュート品川店、豪徳寺、

新橋、グランスタ東京店) 

https://sakanabacca.jp/blogs/store 

 

■イベント詳細 

1. もれなくもらえる！「おさかなシール」を集めてサカナバッカオリジナルグッズを Get！ 

イベント期間中に sakana bacca 店舗でお買い物していただいた方に「おさかなシール」をお配りします。

シール 5点で「サカナバッカオリジナルエコカップ」と交換いたします。 

 

● 「おさかなシール」配布期間：2022年 10月 8日(土) 〜 11月 30日(水) 

● 引換券配布期間：2022 年 10月 8日(土) 〜 12月 4日(日) 

● オリジナルグッズ引換期間：2023 年 1月 14 日(土) 〜 2月 13日(月) 

 

応募方法 

1 sakana bacca 店舗でシール台紙をゲット(イベントパンフレット裏面) 

2 シール 5点を集めてエコカップ引換券を sakana bacca 店舗で受け取る 

※ご来店一回につき合計金額 1,500 円(税込)以上お買い上げでシール 1枚プレゼントとなりま

す。1,500 円毎の付与ではありませんのでご注意ください。 

3 オリジナルグッズ引き換え期間中に、sakana bacca店舗にて引換券をご提示いただいたお客様に

は「サカナバッカオリジナルエコカップ」をプレゼントいたします。(4種類の中からご希望のデ

ザインのエコカップをお選びいただけます。) 

 

 

  

https://sakanabacca.jp/pages/fish-fes-2022


 
 

 

 

サカナバッカオリジナルエコカップについて 

非常に生育が早く、安定的に利用できる竹の繊維をパウダーにして樹脂で固めた「バンブーファイバー入

り樹脂」を使用した、エコ素材のカップです。自然素材を配合する事で合成樹脂使用率を減らすことがで

きます。 

 
ベンギン VSマグロ、ネコサメサーフ(イラストレーター：カラシソエル) 

《カラシソエルについて》 

手描きの雰囲気を活かしたイラストの制作が得意なイラストレーター。人や動物、道具などさまざまなも

のをゆるいタッチで描く。anan やゼクシィ、キリンビールなどにもイラストを提供。 

 

アマダイガール、マツカサボーイ(イラストレーター：辻野 清和） 

《辻野 清和について》 

大阪生まれ大阪育ちのイラストレーター。ユニクロや New Balance などのアパレルコラボや芸能人のグッ

ズ、百貨店の催事イラスト、企業の広告、挿絵など幅広く活動。Unknown Asia2020 紀陽銀行賞受賞。 

 

 

 

2. ダブルチャンス！さらに抽選で 150名様にサカナバッカ人気商品が当たるプレゼントキャンペーン！ 

イベント期間中に対象商品を購入し、おさかなシール 5 点を集めてご来店いただくと、サカナバッカで販

売している人気商品が当たる抽選くじにチャレンジいただけます。 

 

プレゼント内容 

 

 

 

● サカナトエール 3缶セット(24名様) 

旨味の強い味わい&後味スッキリで飲みやすい！サカナバッカオリジナルの

魚を楽しむためのビールです。手づくり麦芽の芳醇な香りとコクが、お刺

身から煮つけまで新鮮な海の幸とよく合います。 「わくわく手づくりファ

ーム川北」と町内で収穫された麦芽が 9割以上使用されています。  

 

《わくわく手づくりファーム川北について》 

地元の休耕田を利用してビール麦や豆類の栽培を推進し、地元で収穫した

農作物から地ビールなどを製品化している金沢のブルワリー。 

 



 
 

 

 

 

● 老舗伝承 有明海苔(24 名様)、 

パリッとした歯切れの良さが持ち味！海苔だけ食べても美味しい！江戸前海

苔の老舗『東京蒲田守半』とコラボして作った、魚を楽しむための海苔で

す。 海苔養殖発祥の地、大森伝統の目利き技術で有明海の柔らかく風味豊

かな海苔を選び抜きました。手巻き寿司とご一緒にぜひお召し上がりくださ

い。 

 

 

 

● こぼれ海苔茶漬け(102 名様) 

 

碗から溢れるほどたっぷりの海苔が入っているから「こぼれ海苔茶漬け」。

江戸前海苔の老舗『東京蒲田守半』とコラボして作った、サカナバッカオリ

ジナルのお茶漬けの素です。海苔が舌の上でとろけるように柔らかく、お茶

を注ぐと磯の香りが立ち上ります。お刺身との相性も抜群！ 

 

《東京蒲田守半について》 

焼き海苔の開祖である大森守半本店の代表、守屋半助氏から正式にのれん分

けを受けた東京蒲田の品質にこだわった海苔店。 

 

 

3. 同時開催「海のごちそうフェスティバル」連動企画 <先着 100名様に 300円分商品券をプレゼント> 

 

 
 

2022 年 10月 8 日(土)、9日(日)に都内複合型施設有明ガーデンにて開催予定の「海のごちそうフェス

ティバル」でご利用いただける「海のごちそうマルシェ」300円分商品券をプレゼントいたします。

「海のごちそうマルシェ」では、全国 47 都道府県の海産物や水産加工品など、海に関連した特産品を

販売しています。 

 

● 応募方法 

1 sakana bacca 店舗でシール台紙を GET(イベントパンフレット裏面) 

2 海のごちそうシール 1 点以上を台紙に貼り、有明ガーデンの「海とごちそうフェスティバル」へ

お越しください。 

※ご来店一回につき合計金額 1,500 円(税込)以上お買い上げでシール 1枚プレゼントとなりま

す。1,500 円毎の付与ではありませんのでご注意ください。 

3 イベント会場の受付にて海のごちそうシールをご提示いただいたお客様には商品券をプレゼント

いたします。(先着 100 名様) 

 

 

 



 
 

 

 

● 海のごちそうシール配布期間 

10 月 1 日(土)〜10月 7日(金)   

 

● プレゼント引換期間 

10 月 8 日(土) 11:00～18:00、10月 9日(日) 10:00～17:00 

※先着順のため、なくなり次第終了となります。 

 

● プレゼント受取場所 

有明ガーデンギャラリー前 イベント総合受付(東京都江東区有明 2丁目 1-8） 

 

 

4. サカナバッカぬりえコンテスト「海に棲む生き物を自由な発想でぬりえしてみませんか？」 

 

 
 

sakana bacca × しながわ水族館コラボイベントとして「サカナバッカぬりえコンテスト」開催いたしま

す。SNS へ投稿もしくは郵送をしてくださった方の中から、優秀作品にはしながわ水族館鑑賞チケットやサ

カナバッカ全店でご利用いただけるクーポンなどをプレゼントいたします。 

 

● プレゼント内容 

 

 

SNS 金賞 (10 組 20名様) 

しながわ水族館鑑賞チケット 

 

 

 

 

SNS 銀賞 (20名様) 

サカナバッカ 500 円 offクーポン 

 

 

 

 

 

 

作品展示賞 (90 名様) 

2022 年 12月下旬頃よりしながわ水族館に作品を展示いたします。 

作品展示賞を受賞した方は、12月 19日(月)以降にサカナバッカ HP にてお知ら

せいたします。 

 

 

 



 
 

 

 

 

● 応募方法 

<SNS 金賞および銀賞に応募する場合> 

1 ぬりえシートを sakana bacca店舗もしくは HPからダウンロードして GET 

2 sakana bacca としながわ水族館の Twitter または Instagram アカウントをフォロー 

【sakana bacca】Twitter: @sakanabacca  Instagram：@sakanabacca 

【しながわ水族館】Twitter: @Shinagawa_Aqua Instagram：@shinasui_insta 

3 「#サカナバッカぬりえコンテスト」をつけてぬりえ作品を投稿 

4 SNS金賞または SNS銀賞を受賞した方には、サカナバッカ公式アカウントよりダイレクトメッセ

ージにてご連絡いたします 

5 後日、郵送にて賞品をお受け取りください 

 

<作品展示賞に応募する場合> ※SNS 金賞、銀賞に応募した作品も作品展示賞に応募可能です 

1 ぬりえシートを sakana bacca店舗もしくは HPからダウンロードして GET 

2 下記の宛先に作品を郵送(郵送料は参加の方の負担となります) 

3 作品展示賞を受賞した方は、サカナバッカ HP掲載にてお知らせいたします 

4 受賞した作品は 12月下旬頃にしながわ水族館にて展示をいたします（応募作品はご返却いたしか

ねます） 

 

作品送付先： 

〒104-0054 東京都中央区勝どき 3-3-7 ケンメディアビル 5階 株式会社フーディソン  

サカナバッカ事業部「ぬりえコンテスト係」宛 

 

● 応募期間 

2022 年 10月 1日(土)〜11 月 30日(水) 

 

 

  



 
 

 

■sakana bacca について 

sakana bacca(サカナバッカ)は都内に 8 店舗(中目黒、都立大学、中延、エキュート品川店、五反田、豪徳寺、

新橋、グランスタ東京店)を展開する魚屋です。日本の豊かな「魚食」の文化を一般の方にも広く伝えたいとい

う想いから、日本の風景から減りつつある街の魚屋をモダンにアップデートし、食べて美味しいだけではなく、

魚を知り、体験できるお店作りを目指して、東京ではあまり流通していない魚種や高鮮度の鮮魚を産地や市場

から仕入れています。SNS や EC なども活用し、オンラインとオフラインを掛け合わせた新しい購買体験を提供

することで魚離れの進む若い世代も含め幅広い世代にご利用いただいています。 

 

HP https://sakanabacca.jp/ 

Instagram https://www.instagram.com/sakanabacca/ 

Facebook https://www.facebook.com/sakanabacca/ 

Twitter https://twitter.com/sakanabacca 
 

※sakana bacca では現在積極的に新規出店を進めています。 

テナントを募集しているオーナー様は出店担当までご連絡く

ださい。 

出店担当：近井 

連絡先：https://sakanabacca.jp/pages/development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ】 

株式会社フーディソン 広報：野原  

 Mail：pr@foodison.jp 

株式会社フーディソンについて https://foodison.jp/ 

創業メンバーとして上場まで果たした医療介護系の会社を辞めた山本徹が、ある三陸のサンマ漁師から「船

のガソリン代も稼げない」「息子には漁師を継がせたくない」という話を聞いたのをきっかけに水産業に問

題意識をもち、2013 年 4 月に当社を設立しました。現在は「生鮮流通に新しい循環を」というビジョンを掲

げ、飲食店向け生鮮品 EC『魚ポチ(うおぽち)』、いつも新しい発見のある街の魚屋『sakana bacca(サカナバ

ッカ)』、フード業界に特化した人材紹介サービス『フード人材バンク』を展開しています。 
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