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当社グループ会社 株式会社ハイブリッドラボによる水産加工品新ブランド
「最鮮」シリーズの第１弾「最鮮ホタテ」発売に伴う記念株主優待実施に関するお知らせ
当社は、この度、当社グループ会社である株式会社ハイブリッドラボ（本社：宮城県石巻市、代表取締役
会長：望月 圭一郎、取締役社長：石橋 剛、以下「ＨＬ社」
）より、ＨＬ社の「獲れたてより“新鮮”
、獲れ
たてより“美味しい”
」をコンセプトとした水産加工品の新ブランド「最鮮」シリーズ第１弾として、
「最鮮
ホタテ」を 2022 年 10 月下旬に発売いたします。この「最鮮ホタテ」発売を記念しまして、年４回の通常
の株主優待とは別途で、2022 年 12 月 31 日を基準日とした記念株主優待を実施することを決定致しました
ので、お知らせいたします。
記
１．記念株主優待実施の経緯
当社グループ会社であるＨＬ社は 2020 年３月に水産加工業への貢献を目的に設立され、現在では宮城
県石巻市において主にホタテの水産加工業を行っております。設立当初より「水産資源の持続可能性を
高め、宮城県石巻市から最高の水産品を世界へお届けする」ことをミッションとし、ホタテについては、
宮城県下で有数の仕入量を記録するまでに成長しております。
ＨＬ社設立当初において、ＨＬ社の取締役社長石橋は、三陸産のホタテは、生で食べると甘みが強く、
旨味が多いことに、赴任当時感銘を受け、如何に消費者の皆様にこの宮城県で水揚げされたホタテを、
現地で食べる味に近い形でお届けできないか、という想いを持ちながらも、生で早くお届けする方法以
外にアイディアは浮かばず、ＨＬ社一同で思案しておりました。
そこで、ある機会にＨＬ社の石橋が当社に相談した話の中から、生に究極に近い味を、ホタテの活性
化および急速凍結で実現し、旨味と甘味がたっぷりのホタテを届けることができないか、とのアイディ
アが浮かびました。その後、ＨＬ社が水産加工業の知見を出し、一方で当社が設備の知見を出すことで、
ＨＬ社と当社が一緒になって研究を重ね、ホタテの活性化はマイクロバブルが担い、急速凍結は凍結の
際に旨味が逃げ出しにくいハイブリッドアイスが担うことで、三陸産ホタテの持つ甘み、旨味を最高の
鮮度で閉じ込め、当社グループとして生み出したホタテ、それが最鮮ホタテとなります。
この最鮮ホタテの魅力を消費者の皆様へお届けするべく、ＨＬ社は現在、工場増設を行っており、
2022 年 10 月１日に竣工式を迎える予定です。
増強される生産体制の下、甘味や旨味が際立つ三陸産のホタテを「獲れたてより“新鮮”
、獲れたてよ
り“美味しい”
」状態で消費者の皆様へお届けします。
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【最鮮ホタテの特徴】
 従来品のホタテと比較し、旨味の素となるＡＴＰ関連化合物含有量が 14 倍！
 ハイブリッドアイスによる急速凍結のため、鮮度はそのまま
（Ｋ値８％以下）
 解凍後も細胞が壊れていないため、旨味もそのまま！ 歯ごたえ抜群！
（圧縮強度が従来品比で 1.4 倍）
（注１） Ｋ値とは魚介類の新鮮度合を表す数値。一般的に 20％以下だと生食可能だと言われております。
（注２） 製造方法については特許出願中であります。
（ 特願 2022-018794 ）

最鮮ホタテ 商品パッケージのイメージ

「最鮮ホタテ」 特設ホームページ
https://www.hybridlab.co.jp/business/saisenlp/

最鮮のヒミツはこちら
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発売日、希望小売価格、販売場所は、以下のとおりとなります（予定）
。
（１）

発売日

2022 年 10 月末

（２）

希望小売価格
内容量
サイズ

3,600 円（税抜）
300g
Ｍサイズ

（３）

販売場所

『こわけのこわけ』（ https://kowake-kowake.stores.jp/ ）
『ご 当 地 こ わ け』（ https://www.kowake.shop/ ）

（注１） 内容量、サイズに関しては、多様なお客様のニーズに応えるべく、上記の内容量・サイ
ズ以外にも、複数種類をご用意する予定です。
（注２） 『こわけのこわけ』
『ご当地こわけ』については、巻末の（ご参考５）をご参照くださ
い。
『ご当地こわけ』での販売に関しては、最鮮ホタテ以外の商品も含めてのセット販
売となります。
（注３） 価格や仕様については、市場動向により予告なく変更する場合がございます。予め
ご了承ください。
「最鮮ホタテ」は今後の株主優待において、登場を予定しておりますので、ご期待ください。また、
３年以内には、ＥＵも含めた全世界に向け、素晴らしい日本の水産加工品をお届けする予定です。
今回、
「獲れたてより“新鮮”
、獲れたてより“美味しい”
」をコンセプトとした「最鮮」シリーズ第１
弾の「最鮮ホタテ」を 2022 年 10 月末に発売することを記念し、2022 年 12 月 31 日基準日にて当社株式
を 200 株（２単元）以上保有されている株主様を対象に、
「最鮮ホタテ」製造の過程上、ホタテの活性
化で鍵を握るマイクロバブルの良さをご家庭でも体験していただくため、ウルトラファインミスト「ミ
ラブル」シャワーヘッド 38,000 円（税抜）相当を、抽選で 4,000 名様に贈呈する予定です。
水産加工業等、労働集約型産業の課題解決に向けた当社グループの取り組みについてご理解いただく
とともに、今後も当社グループをご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
２．記念株主優待の概要
（１）抽選対象となる株主様と当選者数
2022 年 12 月 31 日現在の当社株主名簿に記載または記録された 200 株（２単元）以上の株式を
保有されている株主様のうち、インターネット環境をご自身でご用意の上、当記念株主優待へお申
し込みいただいた株主様の中から、抽選で 4,000 名様に下記２（２）記載の記念優待品を１個差し
上げます。
（注１） 当記念株主優待のお申込方法については、紙資源の削減による SDGs への貢献や、株主優
待受付業務のコストを、今後の株主優待を更に魅力ある株主優待へ変化させることへ集中
的に投下する目的において、実験的にインターネット上でのお申込のみにて行う予定です。
インターネット環境のない株主様におかれましては、ご親戚、ご友人等にインターネット
環境をお借りしてお申し込みいただく等にてご対応をお願いすると共に、今回のお申込方
法についての趣旨にご理解くださいますようお願い申し上げます。
（注２） インターネット上でのお申込方法は、本適時開示と同日付で公表しました「株式買付け前
から利用可能な株主優待事前予約制度を SDGs 貢献目的で導入することに関するお知らせ」
に記載の事前予約制度を活用した方法について採用する方向性で検討の上、当社ホームペ
ージ等で事前に周知してまいります。
（注３） なお、東北地方の名産品詰め合わせ ９コースの中から、お好きな１セットをご選択いた
だく 2022 年 12 月 31 日基準日の通常の株主優待も実施いたしますが、この通常の株主優
待は、今までどおりお申込ハガキでもお受けいたします。
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（２）記念優待品
ウルトラファインミスト「ミラブル」シャワーヘッド
38,000 円（税抜）相当
【メーカー】株式会社サイエンス http://i-feel-science.com/
※当社は「ミラブル」の２次販売代理店です。

「獲れたてより“新鮮”
、獲れたてより“美味しい”
」最鮮ホタテの製造上、重要な役割を果たし
ている「マイクロバブル」の良さをご家庭でもご体験ください。

３．お申込・抽選方法等、当記念株主優待に関する詳細（予定）
（１） お申込・抽選方法のご案内書面の送付
および当社ホームページにてご案内
（２） 抽選へのお申込期間
（３） 抽選・抽選結果発表
（当社ホームページにて）
（４） 当選された株主様へ記念優待品の発送

2022 年 11 月上旬頃（予定）
2022 年 12 月上旬～2023 年１月下旬頃（予定）
2023 年２月上旬頃（予定）
2023 年２月中旬頃（予定）

（注１） 上記２（１）記載のとおり、お申込方法については、インターネット上でのお申込を予定し
ております。
（注２） 抽選については、厳正に行うため、当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行へ委託の
上、実施いたします。また、抽選後、当社ホームページにて、抽選結果を公表いたします。
（注３） 上記３（１）～（４）のスケジュールは変更になる場合がございます。その際には当社ホー
ムページ上にてご案内いたします。

４．業績への影響について
今回の記念株主優待の実施が当社の今期（2022 年 12 月期）の業績に与える影響は軽微であります。
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（ご参考１）株式会社ハイブリッドラボの公式 Instagram のご紹介

株式会社ハイブリッドラボ
公式 Instagram

株式会社ハイブリッドラボでは公式 Instagram を開設
しております。こちらでは、最鮮ホタテの発売に向け
ての情報をいち早くお届けします。是非、ご登録くだ
さい。

（ご参考２）
「最鮮ホタテ」の製造を支える各種ソリューションのご紹介
「最鮮ホタテ」の製造を支える各種ソリューションについての説明は、2022 年２月 14 日開催の
記者会見の模様をご覧ください。
2022 年３月 24 日付公表
「
【発表会レポート】 水産加工業 DX ソリューション「AI セレクタ」新発表」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9612/tdnet/2098974/00.pdf
2022 年２月 14 日に開催した共同記者会見の様子を
ご覧になれます。最鮮ホタテについても紹介してお
ります。是非ご覧ください。
【共同記者会見発表会 特設サイト】
https://www.luckland.co.jp/aiselector/

（ご参考３）マイクロバブル発生装置について
最鮮ホタテ製造の重要なカギを握るマイクロバブル発生装置。株式会社ハイブリッドラボでは、
株式会社ヤマザキ製の同装置を利用しております。

株式会社ヤマザキ
（証券コード：6147、東証スタンダード市場）
代表取締役社長執行役員 山﨑 好和
〒431-3121 静岡県浜松市東区有玉北町 489 番 23 号
TEL：053-434-3011（代）
URL：https://www.yamazaki-iron.co.jp/

マイクロバブル発生装置
（製造：株式会社ヤマザキ）
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（ご参考４）当社株主優待制度について
当社は、株主名簿に記載または記録された 100 株(１単元)以上の株式を保有する株主様を対象
に、年４回の株主優待を実施しております。2022 年９月 30 日基準日以降についても、年４回の
株主優待を実施することで、東日本大震災復興支援、６次産業化支援、地域創生支援の社会貢献
を継続してまいります。

当社株主優待制度の詳細は下記 URL に記載しておりますので、ご覧ください。
https://www.luckland.co.jp/ir/incentives.html
また、2022 年 12 月 31 日基準日の株主優待より、株主優待事前予約制度を開始いたします。詳
細は本日付で公表しました「株式買付け前から利用可能な株主優待事前予約制度を SDGs 貢献目的
で導入することに関するお知らせ」をご覧ください。
（ご参考５）名産品 EC サイト『ご当地こわけ』と『こわけのこわけ』について
『ご当地こわけ』
（https://www.kowake.shop/）は、
６次産業化および地域創生支援を目的として当社グ
ループ会社である株式会社ハイブリッドラボが運営
する名産品 EC サイトです。当サイトを通して日本各
地の魅力あふれる名産品をご紹介し、生産者様と消
費者の皆様との架け橋となることで、生産者様の販
路拡大等の経営支援をしていきたいという想いか
ら、2018 年２月に開設しました。
現在では釜石（岩手県）
、気仙沼、女川、石巻、仙
台、亘理・山元（宮城県）
、会津（福島県）
、那須（栃
木県）尾道（広島県）
、五島列島（長崎県）の名産品ラインナップを取り揃えております。
当サイトは従来のサイトとは異なり、作り手の枠を越え、本当においしい物だけをこわけにし
て組み合わせ、より多くの味わいを存分にお愉しみいただけるセットをご紹介しております。今
後も、順次、日本各地の魅力あふれる名産品を取り揃えていく予定です。
『ご当地こわけ』がそれ
ぞれのご当地自慢の名産品に触れるきっかけの場となれば幸いです。
（名産品 EC サイト『ご当地こわけ』URL https://www.kowake.shop/）
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＜『ご当地こわけ』公式 LINE ＞を開設いたしました。
公式 LINE 連携において、
『ご当地こわけ』の生産者様の新商品をい
ち早くご紹介し、魅力ある商品をご提供いたします。
また、当公式 LINE に登録していただいた方のみに、下記にご紹介す
る『ご当地こわけ』姉妹店である限定ショップ『こわけのこわけ』への
ご登録を特別にご案内いたします。
『ご当地こわけ』
公式 LINE
『ご当地こわけ』商品セットのイメージ

人気のホタテ、しめさば、明太子等の魚介類の加工品から、肉類の加工品、
アイスクリームまで、ご当地自慢の名産品を取り揃えております。
また、
『ご当地こわけ』姉妹店として、

＜『ご当地こわけ』公式 LINE お友だち限定ショップ＞
『こわけのこわけ』
を 2022 年５月にオープンしております。
『こわけのこわけ』で
は、
『ご当地こわけ』で人気のセットを更に＜こわけ＞にしてお
買い求めいただけるほか、期間限定、数量限定のお得な商品など
をお届けいたします。次回は 2022 年８月中旬頃より 10 月末ま
で、期間限定にて単品商品の販売を予定しております。
（ご参考６）宮城県石巻市のふるさと納税返礼品に、株式会社ハイブリッドラボの商品が登録された
ことについて
2021 年 12 月に、宮城県石巻市のふるさと納税返礼品として、同社の「宮城県産 冷凍ホタテ貝
柱(お刺身用) 500g」が登録されました。同市への１万円のご寄付（納税）でお申し込みいただけ
ます。
（※生産状況等により、商品変更の場合がございます。
）
宮城県石巻市ふるさと納税サイトにて、同市からのふるさと納税に関する各種案内をご覧いた
だくことができ、ふるさと納税各ポータルサイトへもアクセスできます。
当社および株式会社ハイブリッドラボは、これを皮切りに、同市のさらなる地域活性化に貢献
するとともに、日本の水産業・水産加工業へも貢献してまいります。
（宮城県石巻市ふるさと納税サイト URL
https://www.city.ishinomaki.lg.jp/furusato/index.html）
以 上
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