
平成29年度日本ウズラ協会総会での講演 

  日本ウズラ協会総会は平成29年5月23日(火)、茨城県牛久市 

牛久シティホテルで開催され、「わが国におけるウズラ産業の現 

状と課題」と題して講演がなされた。 

  ウズラ産業を取り巻く最近の状況として、鶏鳴新聞(平成29年4  

月5日)に掲載された日本養鶉協会総会での意見交換会での意 

見や農中総研(農林中央金庫総合研究所)発行(平成29年1月)の  

「調査と情報」に掲載された若林剛志研究員のレポート(報告)及 

び最近の動向・話題について紹介した。その他、各種のHPや鶏 

鳴新聞、ウズラ企業・農家、関連団体・組織などのＨＰ資料を基 

にウズラの飼養実態さらにはウズラ卵(生卵・加工卵)の開発・利 

用、栄養価、用途さらには岡山市内のスーパーで販売されてい 

るウズラ卵の調査結果について取り纏めた。最後に、ウズラ産 

業の主な問題点と課題について列挙した。 



平成２９年度日本ウズラ協会総会 
５月２３日(火)・牛久シティホテル 
  
  

   
    わが国におけるウズラ産業の 
            現状と課題 
  
  
 

               佐藤 勝紀  
      
              岡山大学農学部 

              日本ウズラ協会 



話題提供の内容 
  

  １．ウズラ産業を取り巻く状況と最近の話題 
 ２．ウズラの飼養羽数の推移   
 ３．ウズラの飼養企業・農家名 
   ４．ウズラ卵の加工企業・農家名 
 ５．ウズラの生卵・水煮卵製品の開発と利用 
 ６．卵の栄養価と用途 
 ７．水煮卵の売れ筋(売上)状況と販売状況 
 ８．問題点 
 ９．課題 
  
 



ウズラ産業を取り巻く状況と最近の話題 

   １．ウズラ卵の主産地である愛知県、東三河地域、豊橋市で 
   のウズラの飼養戸数と飼養羽数が減少している。 
  ２．ウズラ缶詰卵の生産量が減少する傾向にある。 
  ３．輸入飼料や海上運賃の値上げによる配合飼料価格の 
    値上げが予測されている。 
  ４．卵価の低水準や変動への対策などに問題がある。 
  ５．ウズラの育種改良計画は唯一愛知県で作成されている 
    が、近年、具体的な改良目標値が提示されていない。 
  ６．悪臭などの環境負荷がまだ解決されていない。 
  ７．暑さ対策の鶉舎のヒートシールド工法施行の紹介。  
  ８．ウズラ卵加工システムの紹介。 
  ９．ウズラ水煮卵のコンビニストアでの販売。 
  10.  5月5日をうずらの日に制定(日本養鶉協会が登録)。               

     

                最近の話題 ：7.～10. 



鶏鳴新聞(2017年4月5日付)  掲載記事の配置を変更 



  日本養鶉協会総会  鶏鳴新聞(2017年4月5日付)の掲載記事を抜粋 

〇経営環境の厳しさや後継者不足から、一昨年秋以降9軒が廃業し、32軒 

   に減少。産業の維持が喫緊の課題となる一方、担い手の減少で生産が  

     不足する状況にある。 

〇加工メーカーや一般の人も巻き込んで、多くの栄養を秘めた小さなウズ  

     ラ卵の使い方を研究し、周知していくことが喫緊の課題。生卵だけでなく、    

   より価値ある、バラエティに富んだ商品を販売することも大切である。 

〇欠品しても小売価格が上がらないスーパーがある。相場は需給で決まる 

     はずだが、不足しても上がらない。 

〇お客さんは値段では買わず、2割引きでも売れていない。熱意を持って 

     宣伝、説得し、納得して買ってもらうような取り組みが必要である。 

〇高齢化が進む中、食での予防医学に注目し、個別の機能だけでなく、 

     おいしい食べ方などもセットで提案をする。 

〇顧客が求める表示基準が難しく、農家では作れないレベルになっている。 

〇行政などの外部の支援を得ながら次世代につなぐためにも、なんとか輪 

  をつくれるような方策を。行政などの補助を生産者に還元する。 





＜レポート＞農林水産業                    ＜掲載記事から抜粋＞  

農中総研  調査と情報  鶉の飼養とその課題                                                                          
2017.1  (第58号)  8-9.                                           

                                                                                                 主任研究員 若林 剛志                             

〇ストレスは小さな個体にのしかかってくるため、鶉は鶏に比べ気を配る 

  必要性が高い。夏の暑さは厄介な環境で、その影響を受けやすい。 

〇鶉は採卵鶏と近い飼養方法をとっており、採卵鶏を先行する施設導入 

  例は少なく、生産性など多くの点で採卵鶏の後追いとなりやすい。 

〇鶉の改良増殖計画は飼養が集中する愛知県のみが策定しており、国  

 にはない。世界レベルで改良が進む産卵鶏とは異なる。統計も不十分。 

〇養鶉経営の最大の問題は鶉卵の価格水準の低さがあり、それが 養鶉 

  農家の経営を圧迫しているため、後継者の育成に繋がらない、或いは 

  投資を伴う経営規模の急激な拡大を控えるという悪循環に陥っている。 

〇疾病対策上、単に鶉舎を大きくしたり、集中したりすることは得策でな   

   く、鶉舎を分散させるなどの対策を講じることが要求されている。 

〇鶉卵価格安定制度はなく、卵価変動への対策が不十分である。 

〇鶉卵の栄養価は鶏卵と比べて高く、機能性を生かした消費拡大を図る。 



愛知県東部家畜保健衛生所 本所・新城設楽支所 

日日日日東 

東三河地域 

        2014(平成26)年 
        戸数  羽数(千羽) 
本   所   21       2,009  
新城設楽 
支   所   2           155 
        計        23        2,164 

   HP:http://www.pref.aichi.jp/chikusan/toubu-kachiku/shokannfr. 
         html    東部家畜所管区域－愛知県 ☝ 



 愛知県の家畜保健衛生所 (追加資料) 
〇東部家畜保健衛生所 本所、新城設楽支所 ＜東三河地域＞ 

  所管区域 本所 : 南東部に位置する豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の4市 

               【 養鶉業が最も盛んな地域】 

             新城設楽支所 : 上記区域より北部に位置する新城市、設楽町など  

                                                     1市2町1村 

〇西部家畜保健衛生所 本所、尾張支所   ＜尾張地域＞ 知多地域・名古屋市含む 

     所管区域 本所 : 半田市、常滑市、東海市、知多市、阿久比町など 5市5町 

             尾張支所 : 名古屋市、一宮市、春日井市、長久手市など  

                                                 19市6町1村 

〇中央家畜保健衛生所 本所、豊田加茂支所 ＜西三河地域＞ 

  所管区域 本所 : 岡崎市、安城市、西尾市、刈田市、碧南市など   7市1町 

            豊田加茂支所 : 豊田市、みよし市 2市   

 

    東部家畜保健衛生所では家畜の飼養状況(平成26年2月1日現在)を公表している。 

     HP: http://www.pref.aichi.jp/chikusan/toubu-kachiku/gaiyou.html    

      前図に記載の数値はウズラの飼養戸数と羽数である。全国のうずらの半数以上が 

     この地区で飼養されているとコメントされている。また、1農場あたりのウズラの羽数は 

      本所で95.7千羽、新城設楽支所で77.5千羽であり、本所での飼養規模が大きい。    



愛知県、東三河地域、豊橋市でのウズラの飼養戸数と飼養羽数 

     飼養戸数         飼養羽数 (千羽)   
  

年   愛知県 東三河地域 豊橋市    愛知県 東三河地域  豊橋市  
 H23   31    22      14     3,192    2,474       2,267  

      [71.0%]   [45.2%]           [77.5%]       [71.0%]  
  24   28    20        11     2,611    1,990       1,633 
           [71.4%]       [39.3%]                     [76.2%]           [62.5%]  
  25   24    17        9     2,838    2,118    1,794  

        [70.8%]     [37.5%]      [74.6%]         [63.2%]  
  26   27    16        9     2,751          2,009    1,681  

                [59.3%]       [33.3%]      [73.0%]           [61.1%]  
    27       26        15                   9       2,746          1,989    1,630  

                [57.7%]       [34.6%]                     [72.4%]           [59.4%]  
    28       22      －                  7       2,321          －                 1,644  

                               [  － ]         [31.8%]                 [  － ]           [70.8%]   

 

 東三河農業要覧、愛知県農林水産部畜産課、豊橋市「豊橋市統計書」  
 [  ]内の数値(%)は愛知県に占める割合。       
 東三河農業要覧 HP: http://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa-nourin/ 
                                           0000010896.html   
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表 食肉缶詰(うずら卵水煮)生産量の推移  
   

         年度     内容重量(トン)     箱数(千箱)    
   平成18 (2006)        1,727        244  
      19 (2007)      1,822            255  
      20 (2008)      1,650      223  
      21 (2009)      1,449      188  
      22 (2010)      1,954              247  
      23 (2011)      1,507                      195  
      24 (2012)      1,253              151  
      25 (2013)      1,297                      178  
      26 (2014)      1,391                   164  
      27 (2015)      1,188              184  

 

 資料：国内生産数量統計(2015年最新データおよび2006年以降  
      推移データ)    (社)日本缶詰びん詰レトルト食品協会 

   



   表　食肉缶詰(うずら卵水煮)生産量の推移
年度 t 箱数
18 1,727 244
19 1,822 255
20 1,650 223
21 1,449 188
22 1,954 247
23 1,507 195
24 1,253 151
25 1,297 178
26 1,391 164
27 1,188 184

   資料：国内生産数量統計(2015年最新データおよび2006年以降
　　  　　推移データ)    (社)日本缶詰びん詰レトルト食品協会
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食肉缶詰（うずら卵水煮）生産量の推移（追加資料） 

    年度      内容重量（トン）   箱数（千箱）   

    平成28(2016)                   868                          123 
 
    上記の数値は、最近公表されたわが国における平成28(2016)年度の 

 うずら缶詰卵の生産量 である。前年度の平成27(2015)年に比較して、 

内容重量が320トン、箱数が6万1 千箱少なく、いずれも過去10年間で最 

 も少ない値となった。   
   

  HP: http://www.jca-can.or.jp/data/jcadata.html  

    国内生産数量統計|資料・統計|    日本缶詰びん詰めレトルト食品  

  協会  ☝ 

  国内生産数量統計（2016年最新データおよび2007年以降推移データ）  

  食肉缶びん詰  ☝  



鶏鳴新聞 
2017.4.5付 



ウズラ卵相場の推移 (豊橋、30個、年平均)  

           年       卸値(円)                    年      卸値(円) 
          1992            143                          2005             177 
          1993            141                          2006             177 
          1994            147                          2007             177 
          1995            152                          2008             190 
          1996            160                          2009             203 
          1997            165                          2010             185 
          1998            166                          2011             185 
          1999            166                          2012             185 
          2000            166                          2013             185 
          2001            169                          2014             186 
          2002            177                          2015             187 
          2003            177                          2016             219 
          2004            177                                  2017             ▬ 
           鶏鳴新聞の資料 (過去25年間にわたるデータ) 提供 



 
      ウズラ卵相場の卸値(30個)       (円) 

 
  年月日         東京  大阪   豊橋                   備  考 

2008.2.            164         162        177              

        4.              191         185        193                             相場上昇 

2009.5.13          －         －         213          豊橋の養鶉農家で高病原性鳥                              

                             インフルエンザ発生、消費低迷  

2014.5.22,23,26   －           － 190,195,200     NHK5月21日「ためしてガッテン」  

    5.28            193       191           －     うずらの魅力を特集 

    6.20           －         －         185              

2015.5.                195        196          －         飼料価格の高止まり、生産者     

                                                     の高齢化、後継者不足による     

        10.9        －    －    188      東三河地区での農家戸数と       

                   羽数の減少 

 180円台(現在)、213円(最高値、2008年～2015年までの間)  

 鶏鳴新聞－うずら卵相場5年ぶり上昇̏NHKためしてガッテン"の反響で  2014.6.5.  

 鶏鳴新聞－豊橋のうずら相場上伸 2015.11.15.   

 豊橋養鶉農業協同組合・ 農協の歩みより抜粋    



ウズラ卵価格(相場)の歴史  

   

昭和 44  生卵過剰と消費不振から卵価低迷 →  水煮加工場の建設 
    46  需要増によって卵価相場へ弾みをつけた。年明けのニクソンショックによる 
       消費の低迷による卵価は例年の平均値をやや上回った程度。 
    49  卵価安定のため本格的な加工分野への進出。 
        50  加工卵の影響を受け、生卵は供給不足となり、夏場の需要期に最高値。 
        53  消費の低迷から価格を大幅に引き下げ、在庫調整を実施。缶詰各社は原料卵 
              の価格引き下げ、価格維持のため雛の淘汰を実施、それでも卵価低迷が続く。 
        58  原料卵不足で、製品価格の値上げが市場に浸透。    
        59  加工卵は輸入品の増加と消費の低迷から原価を割り込む。 
        60  缶詰製品の価格低迷と生産調整、原料価格の値下げと価格の適正安定卵価 
              維持に動く。 
平成  2  卵価の低迷が続き、養鶉農家の廃業 
        13  消費低迷の中、10月3日の日本TV「おもいっきりTV」放映、消費倍増、増羽計 
             画が加速。 
        16 飼料価格、燃料の高騰などで生産コストの見直し徹底。  
        20 相場が上昇し、価格改定が進む。 
        21  国内で84年ぶりに高病原性鳥インフルエンザ発生、豊橋7農場160万羽殺処分、 
           消費低迷、回復後の乱売。 
        23  福島での放射能汚染により、全国的な消費低迷、生産調整 
   

   「豊橋養鶉農業協同組合・農協の歩み」より抜粋 



ウズラの能力に関する目標値　

50% 飼　料
育成率 生存率 産卵日齢 産卵率 卵重量 体　重 要求率

% % 日 % g g

現　在 88 80 50 72 10 140 2.5

目　標 90 85 48 80 10 140 2.3

目　標：平成27年度

注1  産卵率、卵重量及び飼料要求率は、それぞれ鶉群の50%産卵日齢に達した
       日から10か月間における数値である。
　 2  育成率は、鶉群のえ付け羽数に対する50日齢時羽数の比率である。
　 3  生存率は、鶉群の51日齢時羽数に対するその10か月後の生存羽数の比率
       である。
　 4  体重は、6か月齢時のものである。
〇鶉卵の需要動向に留意した生産を旨とし、飼養羽数は4,500千羽とする。

　 出典：愛知県鶏等改良増殖計画



 ウズラの改良増殖目標  

1.長期的な飼料穀物需給のひっ迫が予想されることから、引き続き飼料要求率を  

     改善し、生産コストの低減を図るとともに、消費・流通ニーズの多様化に対応し  

   た品質の向上を図るため、飼養管理の改善に努めることとする。 

 1) 育成率、産卵率、飼料要求率等の向上を図り、総合的な経済性を高める。 

 2) 特長ある系統鶉の利用を促進する。 

 3) 生存率が低く、産卵後期に産卵率が大きく低下する傾向にあるので、近交退化 

    を防止するよう改良するとともに、長期間安定して斉一性の高い卵を生産でき  

        るよう努める。 

 4) 清浄ひなの生産のため、種鶉及び孵卵の衛生管理の徹底に努める。 

 5) 農場内での病原体等の反復感染を防止するために、オールイン・オールアウト 

    方式の導入を推進する。 

   6) 飼料米についても、利用推進に努める。 

2. 畜産環境の改善に係る飼養管理技術の向上等を推進し、鶉ふんに係る環境負荷     

  の低減を図るとともに、その適正な処理と利用を促進する。 

3. 鶉卵の需要動向に留意した生産を行うことを旨とし、飼養羽数は2,800千羽とする。 

    

 ＜愛知県鶏等改良増殖計画、2016年3月31日更新＞ 



     家畜糞尿苦情発生状況   愛知県 



家畜糞尿苦情発生状況（追加資料） 

ＨＰ：pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000056970.html   あいちの畜産[統計資料編]-愛知県 

7.環境保全-愛知県  ☝ 環境保全 (5)家畜糞尿苦情発生状況[PDFファイル/46KB] ☝   

ア.畜種別(前のスライド)とイ.苦情の種類別 が作表されている。ア.畜種別の数値か 

ら、苦情はいずれの家畜でも年々減少の傾向が見られ、うずらでは平成20年以降、1～ 

2件と少なくなっている。しかし、皆無とはなっていない。 

 イ.苦情の種類別のスライドは今回作成しなかったが、悪臭、悪臭・害虫発生、水質汚 

濁、水質汚濁・悪臭、害虫発生、水質汚濁・害虫発生、水質汚濁・害虫発生・悪臭、そ 

の他の順で発生件数、頻度の値が示されている。平成28年度の苦情発生(48件)は悪臭が 

37.5%で最も高く、次に水質汚濁の18.8%、悪臭・害虫発生12.5%、水質汚濁・悪臭10.4% 

の順であった。  

 ウズラでの苦情の種類について最近6年間の数値(次のスライド)をみると、悪臭が苦情 

の大きな要因になっている。 

  

〇家畜の糞尿問題に関する参考資料 

 深沼達也(2015) 愛知県の畜産環境の現状と課題、畜産環境情報、第61号、11-20.  

  HP:https://www.leio.or.jp/pub_train/publication/tkj/tkj61/tkj61-2.pdf 

 1.愛知県の概要、2.愛知県の農業、3.愛知県の畜産 (5)うずら、4.畜産環境問題の現状  

 (1)畜産経営に起因する苦情について、5.畜産環境対策、6.地域における取組事例「耕  

 畜連携フォーラムin 半田」の紹介、7.最後に、番外編「畜産関係悪臭対策マニュア 
 ル」の紹介 

 



 

    
    東三河地区でのウズラの環境汚染問題の発生状況  
 
    (苦情の種類別)        

 

   年 合 計   水質汚濁 悪 臭  害 虫  悪臭と 水質汚濁と   
                        害 虫       悪 臭 

 H21  1        ▬              1            ▬     ▬        ▬   

    22  0    ▬       ▬            ▬     ▬                 ▬  

    23  2    ▬       2            ▬        ▬                 ▬  

    24  2    ▬       2             ▬     ▬             ▬       

    25  2    1            1             ▬      ▬                ▬ 

    26  1    ▬             1             ▬          ▬        ▬ 

     東三河農業要覧2011～2016 



case03:  
畜産鶉舎 

ヒートシールド工法 

遮熱効果により鶉の生存率などがアップ！   

 

 畜産関連の施設において最も大切なこと、それは暑さ 
対策といえるでしょう。暑さは動物たちの体調不良を引 
き起こすからです。  
 動物は「ブラックグローブ」により、輻射熱のほとんどを 
体に吸収してしまいます。それが体温の異常上昇へと 
つながり、体調不良や餌を食べなくなることによる体重 
減少、そして死亡率の増加にも繋がってしまいます。 
 ヒートシールド工法を施行することで輻射熱の室内浸入 
を防ぎ、動物たちの体調を安定させます。体調が安定 
したことで鶉の体重が増え、卵の産卵率や重量の増加 
にもつながりました。また、ヒートシールド工法は紫外線 
もカットし、鶉のストレスの原因となる害虫対策にも効果 
的です。                       ＜ HPより抜粋＞ 
       ちきゅうにやさしい株式会社 (本社)     
         大阪府大阪市浪速区日本橋西1-3-19 



うずら卵加工システム 
Quail Egg Boiling & Shell-Peeling System 

独自のシステムにより卵黄の偏り、卵白のきず、殻ささりなど 
の問題を解消し、効率的で高歩留まりの生産を可能にした。 
ボイル/冷却/カラ割/カラムキの4つの工程から成り立つ。 
2017 国際食品工業展 FOOMA JAPAN (2017.6.13～16、東京
ビックサイト)に出展予定。           ＜HPより抜粋＞ 
㈱Ｅ・Ｇ・Ｇ  愛知県豊橋市三ノ輪町 



コンビニストアで販売されているウズラ水煮卵 

ファミリーマート 
        サンクス  

        ローソン 
     ポプラ 

   セブン-イレブン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                7個  224円             8個  306円                 6個  116円 

 (販売者) ㈱サングリーン 
 (製造者) ㈱三遠物産(浜松) 
     共同開発商品 

    (販売者) ㈱なとりM1 
       (埼玉工場) 

   (販売者) キューピー㈱ 
   (製造者) 光和デリカ㈱ 
      共同開発商品 



鶏鳴新聞 
2017.5.15付  

 掲載記事 
 の配置を 
 一部変更 





5月5日は「うずらの日」 (追加資料) 

  5月5日は日本養鶉協会が「うずらの日」に制定し、平成29年4月14日に日本記念日協会によ 

って登録されたが、その目的と理由については鶏鳴新聞(前のスライド)に詳細に掲載されている。 

  5月5日はこどもの日、端午の節句、立夏として知られているが、うずらの日以外にも、ゴーフル 

デー、かずの子の日、コミュニティファーマシーの日、かみ合わせの日、午後の紅茶の日、みたら 

しだんごの日、ジャグラーの日、長城清心丸の日、レゴの日、フットサルの日、未来の日、ノ― ・ 

レジ袋の日など12件が登録されている。 

※http://www.japanese-calendar.com/entry/May/019    5月5日 うずらの日  

  

 5月 5日がうずらの日とされた理由の一つに「御吉兆」と鳴くことが挙げられている。雄うずらが 

「御吉兆」と鳴くことは多くのHPで紹介されており、You Tubeでも実際の鳴声を聞くことができる。 

 うずらのゆで卵販売 うずたま屋のHPでは、古くから人と関わるうずらの逸話を紹介し、「うずら 

も出陣」のセッションでは戦国時代、うずらを鳴かせて戦の吉凶を占っていたとコメントしている。 

 今年6月23日に発売されたビックコミック「スペリオール」に掲載された銀平飯科帳－よりどりみ 

どり、何の鳥?  第51話:吉兆 (河合 単著) は、江戸創作料理の居酒屋で、美味しいうずら肉(つくね、
雑炊) に辿り着くというグルメ特集コミック本ですが、愛知県のうずらの卵の生産についても触れ、

最後の頁で「ごきっちょう～って鳴いたから、うずらは縁起がいい鳥といわれて、武士に好かれた
んだって。」、さらに「江戸時代、鳴き声を競う『鶉合わせ』が流行し、うずらが賄賂に使われた記録
がのこっている」とうずらの絵に書き添えられている。 

※上記のうずたま屋のHP: http://www001.upp.so-net.ne.jp/uzutamaya/edouzura.html 

  参考までに、にわとりの日は毎月28日で、1978(昭和53)年6月に制定されている。 

 



H1～H22年: (社)中央畜産会「家畜改良関係資料」、H23～H28年: 農林水産省 

         農林水産省: 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表について 



家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表について 
  平成28年度 [愛知県と千葉県のうずらの数値を抜粋]   農林水産省 

      愛知県            千葉県 



  小家畜  あいちの畜産 [統計資料編]  
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県別にみたウズラの飼養羽数の割合(追加資料) 

平成28年   愛知  千葉 群馬 静岡   埼玉   熊本  北海道  栃木  長崎 鹿児島   総計  

飼養戸数   33       11       14        12       18         8          4         11        5         9         312 

大規模農場   (8)      (4)       (2)       (1)       (1)       (1)       (0)        (0)      (0)       (0)        (17) 

羽数(万羽) 232.1  51.0   49.0    26.4    18.2     17.7     9.0        8.0       2.6      2.1     416.8 

割合(%)       55.7   12.2   11.8      6.3      4.4       4.3      2.2       1.9       0.6      0.5     100.0  

   

   上の表は、最近公表された平成28年の  ウズラの飼養羽数(万羽)とその割合(%)
について県別に値の高い順から並べたものである。順位は前年と同様であった。
この表には、飼養戸数(大規模農場数)の値も示した。次のスライドに明記したよう
に、大規模農場は10万羽以上の飼養羽数とされ、愛知県が最も多い。  

  

 前図では、平成26年の千葉県の飼養羽数の割合は6.1%と前後の年と比較して約
10%ほど低い値となっている。この年の飼養農家数についてみると、8戸であり、平
成25年の13戸、平成27年の15戸に比べて少い値を示した。千葉県の畜産課に確
認した結果、平成26年のウズラの飼養羽数とその割合の低値は飼養農家5戸分、
約50万羽の飼養羽数が集計されなかったことによることが判明した。    
 家畜の飼養衛生管理基準について：農林水産省  ☝ 

 3. 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表について   

    平成28年 都道府県別版(PDF: 2,151KB) ☝  平成23年～  閲覧可能。 
 



 飼養羽数の多い県別の飼養状況　　平成28年度

愛知 千葉 群馬 静岡 埼玉 熊本 合計

飼養羽数 (万羽) 232.1 51.0 49.0 26.5 18.2 17.7 394.5

割合 (%) 55.7 12.2 11.8 6.3 4.4 4.3 94.7

大規模農場数 8 4 2 1 1 1 17

小規模農場数 9 6 11 8 17 6 57

上記以外 16 1 1 3 0 1 22

農場数合計 33 11 14 12 18 8 96

  大規模農場 ： 10万羽以上

　小規模農場 ： 100羽未満

    上記以外 　： 100羽以上～10万羽未満

     家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表についての補足説明 
                 (飼養頭羽数による規模の分類) 



野 

       愛知県のうずら  よくわかるあいちの農業2016  



愛知県のうずら（追加資料） 

  年      産出額    産出額の     飼養羽数                            

            (億円)    全国シェア(%)            (千羽) 

  2008            29                     68.6                  (3,920) 

  2009              29                       78.4                     3,958 

  2010              27                       66.7                     3,870 

  2011              26                       78.8                     3,869 

  2012              27                       77.1                     3,192 

  2013              28                       70.0                     3,299 

  2014              26                       66.7                     2,842 

  2015              30                       69.8                     2,751 

  2016              31                       68.9                     2,746 

 よくわかるあいちの農業  2008～2016 、(     )の値: あいちの畜産[統計資料編] 



わが国の主な養鶉企業・農家 

㈱モトキ本社 
うずらのモトキ 

㈱室蘭うずら園 

㈲高崎クエイル 

木村うずら園 

豊橋養鶉農協 

東海有機㈱ 

(有)高林ファーム 

Ｊ・Ｑ・テック㈱ 

(有)浜名湖ファーム 

(有)大平うずら園 

(有)海老原うずら 

増田養鶉場・増田勝秋 

(有)宮沢クエイル 

衣鳩うずら 

西山ブロイラー 

すみれ農場今村ブロイラー 

(有)池端うずら園 
うずらの恵 

玉栄養鶉園 

白井太郎 

富尾 明 ㈱米久おいしい鶏天竜農場 

 タウンページ「全国の養鶉」 



養鶉業の盛んな愛知県内の市と企業・農家名 

新城市 

豊川市 

知多市 

長久手町 

常滑市 

 豊橋市 

 田原市 

  

  

  

  

  

   愛知県農業総合試験場  

  畜産研究部 養鶏研究室r 

小林養鶉 

塩野谷養鶉 

エキスパートジャパン㈱・アギ―ス 

㈱杉賢商店 

まるかねうずら 

森本農産 

㈲中鶉  

クウェ―ル・アカバネ  

幡野養鶉 

㈲羽田うずら 

鈴木養鶉 村田うずら 

㈲神田うずら 

 田原市 

㈲中神うずら 

タイデスうずら (クウェール・コスモス) 

豊橋市 

森養鶉 大栄㈱ 立石養鶉場 



㈱モトキ本社 
うずらのモトキ 

㈱室蘭うずら園 

伏見蒲鉾㈱ 

山和食品㈱ 

豊橋養鶉農協 

幸福うずら産業㈱ 

㈱カナエフーズ 

㈱天狗缶詰㈱ 三河工場 

(有)浜名湖ファーム 

(有)大平うずら園 

光和デリカ㈱ 

西山ブロイラー 

すみれ農場今村ブロイラー 

(有)池端うずら園 

㈱マルフク 

わが国の主なウズラ卵・肉加工企業・農家 

㈱カネセイ食品 

カネテツデリカフーズ㈱ 

マルタカ商事㈱ 東海有機㈱ 

トーアス㈱ 穂ノ原工場 
愛知県 



 うずら生卵のパック詰めと製品の開発・利用 



うずら卵の加工(水煮)と商品の開発・利用 



◦ 白ムキおよびpH調整剤入りチルドは、主に、産業給食・学校給食・食品メーカー中心に納品している。 

◦ 食塩チルドは、学校給食中心に利用されている。 

◦ レトルトおよび缶詰は、給食・食品メーカー中心で利用されている。 

◦ 白ムキおよびチルドは、要冷蔵ですので保管には注意願います。 

◦ より良い食感と味付けを望む場合は、チルドおよび白ムキをお薦めします。   

   資料：豊橋養鶉農業協同組合[通称：豊橋うずら農協] HP 

※二次加工卵： 卵製品(マヨネーズ等のドレッシング類、ケーキやカステラ等の各種菓子、パン、それに医薬品 

   としてのリゾチーム、レシチン等)を製造する加工卵。特殊な卵製品としてピータン、燻製卵などがある。 

  参考資料：加工学コーナー_ たまご博物館 takakis.la.coocan.jp/kakou.htm    



栄養成分(100g当たり)のウズラ卵と鶏卵との比較 

池端うずら園のHPより引用 



  

  日本食品標準成分表 2015年(七訂) 
 



  日本食品標準成分表 2015年(七訂)、タイデスうずらHP掲載の値 



ウズラ卵の栄養価（追加資料） 

  栄養成分               うずら卵            うこっけい卵    鶏卵 

                             タイデス うずらの恵  食品成分表    食品成分表    食品成分表 

  エネルギー (kcal)       169            164               179                     176                   151 

  たんぱく質   (g)           13.0           12.8              12.6                    12.0                  12.3 

  脂質              (g)           11.8           12.1              13.1                    13.0                  10.3 

  炭水化物     (g)             0.6             1.0                 0.3                      0.4                    0.3  

    

        うずら卵の主要な栄養成分量(/100g)について、うこっけい卵、鶏卵と比較したものであ   

   る。タイデスうずら(愛知県田原市)とうずらの恵(池端うずら園、熊本県玉名市)では飼料や   

   水にこだわった飼育をしており、うずら卵の栄養成分値に変化が見られた。 

      前の図から明らかなように、タイデスうずらでは測定したミネラル・ビタミン量はいずれも 

   7訂食品成分表の数値よりも高く、飼料の効果が認められている。 

    不飽和脂肪酸(DHA : ドコサヘキサエン酸を含む)はタイデスうずらで分析されているが、   

   そのDHA量は食品成分表の1.6倍の値となっている。  

    世界保健機関(WHO)によると、健康維持には多価不飽和脂肪酸n-6(ω-6)系とn-3(ω-3) 

   系の比率が4:1の割合で取るのが良いと報告されている。また、オイル(脂肪酸)バランス 

    (n-6/n-3)は4以下の値が推奨され、1に近いほど理想とされている。タイデスうずら卵で   

  は2.70、食品成分表では3.88、うずら卵は4以下の値となり、健康への効能が期待される。  

 



ウズラ卵の栄養に関する参考資料 

    タイデスうずら・うずらの恵み 

     〇タイデスうずら「他の卵との栄養比較」 ☝ 

     〇タイデスうずらの栄養分析 ☝ 

     〇うずら卵の成分と波動波－うずらのタイデス ☝ 

     〇「うずらの恵み」栄養成分（100g当たり）－池端うずら園 ☝ 

    うずら卵の栄養価  

     〇うずら（鶉）卵の栄養と効能－食べて健康、免疫力 up !  ☝ 

       〇うずらの栄養価－マルタカ商事 ☝ 

     〇うずらの卵－カロリー計算/栄養成分/カロリーSlim ☝ 

       〇うずら卵水煮缶詰の全栄養素/カロリーまとめ! ☝ 

     脂質・脂肪酸   

     〇卵類の脂肪酸成分表  ☝ 

     〇脂質（脂肪）と脂肪酸の特徴とはたらき ☝ 
 



 ウズラ生卵と水煮卵の栄養価の比較      
  栄養成分名          生 卵   水煮卵    増 減  
   ナトリウム    mg         130    210                     ↑   
    カリウム    mg         150         28                 ↓↓↓  
   カルシウム    mg            60         47                     ↓  
     リ ン    mg         220        160                     ↓  
    ヨウ素     μg         140         73                   ↓↓  
    ビタミンA     μg         350        480                     ↑  
                  E     μg        0.9         1.6                   ↑  
                  K     μg          15          21                   ↑  
                  B2      mg       0.72        0.33                   ↓↓  
                  B6    mg       9.13        0.05                   ↓↓  
                  B12      μg        4.7         3.3                     ↓  
        葉 酸 (B9)    mg          91         47                   ↓↓  
 パントテン酸 (B5)    mg         0.98        0.53                     ↓  
    ビオチン (B7)     μg         19.3         8.4                   ↓↓  
    飽和脂肪酸       g       3.87        4.24                   ↑  
 一価不飽和脂肪酸   g       4.73        5.36                     ↑  
 多価不飽和脂肪酸   g       1.61        1.79                   ↑  
   n-3 (オメガ3)     g       0.33         0.35                       →  
   n-6 (オメガ6)     g       1.27         1.45                   ↑  
   n-6/n-3 比率         3.85         4.14                   ↑  
  コレステロール      mg          470                 490                   ↑  
    日本食品標準成分表 2015年版 (七訂)、100g単位当たり。    
  



  

学校給食用物資納入に至るまでの経緯   
 

  

  １．学校給食用物資契約に係る登録申請 
    ＜新規納入業者＞ 
  ２．学校給食用物資の入札 
  ３．学校給食用物資納入基準(青梅市)   
  
  
 

 青海市学校給食用物資納入基準 平成27年4月 
   12. 卵類 【うずら卵水煮】      規格 

    ①殻および内皮の除去が完全なもの。 
    ②崩れや腐りがなく、液が濁っていないもの。 
    ③異物、悪臭がないもの。 
  



青海市学校給食用物資納入基準（追加資料） 
全体共通事項 
 1.  学校給食法、学校給食衛生管理基準に適合すること。 
 2.  食品衛生法、日本農林規格に関する法律等の諸規則に適合すること。 
 3.  食品衛生法、JAS法、景品表示法等の品質表示基準制度に適合した表示であ
る。 
 4.～9.  包装資材(規格基準適合品)、食品添加物の使用を抑えたもの、遺伝子組 
         換えでないもの、農薬の使用は極力抑えたもの、給食物資見積書の提出時に、 
   産地、メーカーなどの記載した食品成分表、原材料配合表を添付して提出する 
   こと、学校給食用物資はすべて衛生的に取り扱われていること。    
  

10. 納品に関して  
   ① 変質や折れ、砕け等の破損がないもの。   
   ② 損傷、腐敗、病害虫のない鮮度が良好なもの。  
   ③ 異物の混入がなく、異臭のないもの。 
   ④ 別の規定するもののほかは、賞味および消費期限表示以内で可能な限り 
     期限があるもの。     
   ⑤ 消費および賞味期限、製造年月日、産地等が表示されていること。 
   ⑥ 納品時の食材の温度管理に、十分注意すること。 
   ⑦ 学校給食用物質として適当でないと判断した場合、即時代替品を納品する 
     こと。     
         HP: ome-tky.ed.jp/kyushoku/documents/nounyuukijun27_1.pdf 



平成28年10月分給食用物資納入業者一覧表 

                                                          一般食品類 (うずら卵缶) 
  
   区 分   窓口業者      製造者   販売者  
  

Ａブロック ㈱野口食品       光和デリカ㈱    キューピー㈱ 

Bブロック ㈱野口食品     光和デリカ㈱  キューピー㈱ 
Cブロック  横浜太平商事㈱    光和デリカ㈱  キューピー㈱ 
Dブロック ㈱栄村商店        光和デリカ㈱    キューピー㈱ 
Eブロック ㈱栄村商店        光和デリカ㈱    キューピー㈱ 
Fブロック ㈱アイセン     ㈱カネセイ食品   カネセイ食品 

           築地第2工場   
Gブロック 石井商事運輸㈱   天狗缶詰㈱  天狗缶詰㈱                                                             
                                             三河工場 
Hブロック ㈱鈴木屋        光和デリカ㈱  キューピー㈱  

  

公益財団法人よこはま学校食育財団     



  
学校給食加工品の主原料の産地 (食品名：うずら卵水煮)

    
                        岐阜県多治見市学校給食 

  
 

  使用年月   主原料及び産地           メーカー名【商品名】  
  

平24. 4～ 9 うずら卵：愛知県・静岡県   天狗缶詰【うずら卵水煮缶詰】 
        10～3                 〃                                              〃  
  

平25. 4～ 9  : 愛知県                        山和食品【うずら卵水煮】  
         10～ 3  : 愛知県・静岡県・群馬県・     カネセイ食品  

                       千葉県・熊本県             【うずら卵水煮(レトルト)】  
  

平26. 4～ 9  : 愛知県                             山和食品【うずら卵水煮(レトルト)】 
         10～ 3  :            〃                                               〃  
  

平27. 4～ 9  : 愛知県・静岡県       天狗缶詰  
                                                       【うずら卵水煮 天狗 レトルト(国内)】 

         10～ 3  :              〃                                                〃  
  

平28. 4～ 9  : 愛知県・静岡県・群馬県・      ジェフサ  
                               千葉県・熊本県                   【JFSA うずら卵水煮 レトルト】  

         10～ 3  : 愛知県・静岡県                      天狗缶詰【うずら卵水煮(国内)】
  

 



   学校給食食材の放射能測定結果 (品目：うずら卵)

　　      　　宮城県柴田町

測定年月日 産地 Cs-134 Cs-137

平24. 5. 31 愛知県・静岡県 不検出 不検出

       10. 31 静岡県 4 7

平25. 5.  9 愛知県・静岡県 5 7

平26. 1. 21 千葉県 4 7

        3.   3 静岡県    5 (4) 7

        7.   4 愛知県・静岡県 5 7

      10.   2 〃 4 7

平27. 2.   5 愛知県・静岡県 4 7

       10. 16 国産 3.2 2.6

       11. 19 国産 3.3 2.8

平28. 5. 20 愛知県・静岡県・群馬県 3.1 2.6

        6.   5 千葉県・茨城県・埼玉県・ 不検出 不検出

群馬県・栃木県・愛知県

        6. 26 愛知県 不検出 不検出

　検出限界(不検出)：20Bq/kg未満



学校給食食材の放射能測定について 

 平成23(2011)年3月に、東日本大震災に伴い東京電力福島第一原子力発電所
が事故を起こした。    

   特に、児童生徒のより一層の安全・安心を確保するために、学校給食における 

食材の放射能検査が開始され、現在も継続されている。検査対象は放射性セシ 

ウム(Cs) 134、137及び放射性ヨウ素(I)131の3核種である。 

 これまでの検査結果、いずれも検出限界の数値で、不検出が確認されている。  

前のスライドはデータが揃っている宮城県柴田町でのうずら卵の測定結果を示し 

たが、Cs134、Cs137の値は検出限界(不検出)であった。この放射能測定では産 

地の明記が重要となる。 

   
参考資料:  

 1) 学校給食における放射性物質の検査結果  文部科学省    

         HP: http://www/mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1331439.htm    

   2) 放射能物質の分析について    農林水産省  平成23年12月 PDF原稿 

  HP:maff.go.jp/j/syouan/seisaku/data_reliance/maff_torikumi/pdf/rad_kensyu.pdf   

      



愛知県、豊橋市での高病原性鳥インフルエンザ発生後の取り組み 

 平成21年2月に豊橋市内の養鶉農家において、弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザ 
(H7N6)の発生が確認され、7農家の約160万羽が殺処分された。豊橋市ではうずら卵の生 
産量の減少に加えて、風評被害による消費低迷が問題となった。 
   そこで、愛知県の地場産業であるうずらの復興、再生を図るため、県・市の行政、関係 
団体、業者が一体となって活動した。うずら卵の消費拡大を図るために、各種の食品企業 
などとのコラボによる「せんべい」、「饅頭」、「プリン」、「燻製卵」、「うずら卵かけごはん用 
醤油」などの開発、商品化に取組むとともに、うずらカッター開発研究会(豊橋市、うずら農 
家、プラスチック企業などで構成)によるうずらカッターの開発も行われた。 さらに、うずら 
卵の拡販を目指して、うずら卵レシピの作成や各種のイベントが企画、開催されている。 
 後の3枚のスライドは、家庭で手軽にできる「うずら卵弁当コンテスト」の様子で、うずら卵 
消費拡大のイベントの一つとして企画されたもので、病気が発生した年の10月に開催され 
ている。また、幸運なうずら『うずラッキー』が豊橋のうずらを応援するマスコットキャラクタ 
ーとして平成21年12月に誕生し、各種のイベントで活動している。  
 養鶉農家・企業は愛知県や豊橋市などが主催する各種のイベントへ出店するとともにテ 
レビ放映や新聞掲載などでうずらの魅力を発信し、卵の消費拡大の宣伝に努めている。 

 平成27年度からは(公財)愛知県学校給食会が新しい食育支援事業として親子工場見学 
会(うずら卵加工場、養鶉農家など)を主催している。この見学会の目的は、愛知県の地場 
産業としてのうずら飼養の実態や学校給食食材の生産・製造過程を把握してもらうことに 
あるとしている。 



ひ 







生ワクチン製造に使用するうずらと製造ワクチン 

 1. 発育卵  
    1.2 発育うずら卵    病原体の感染のないことが確認された   
     SPFうずら群由来のものでなければならない。 
 2.培養細胞 
  2.3 うずら胚由来細胞 
  2.3.1 うずら胚初代細胞   1.2の規格に適合した発育うずら卵   
      由来のうずら胚から作製したものでなければならない。 
 3. うずらを使用して製造されるワクチン 
  〇乾燥弱毒生風しん(三日はしか)ワクチン 
    〇乾燥弱毒生MR(麻りん:はしか・風しん混合)ワクチン 

  〇マレック病(マレック病ウイルス1型)凍結生ワクチン  
  〇マレック病(七面鳥ヘルペスウイルス)生ワクチン  
  〇鶏伝染性ファブリキウス嚢病(アジュバント加)不活化ワクチン 
 ※MMR(はしか・おたふくかぜ:mumps・風しん混合)ワクチンは日本 
   では、副作用や品質管理上の理由で製造・利用中止。    



生ワクチン製造用材料(追加資料) 
                                     平成20年3月21日（告示第412号）     一部改正 

 生ワクチンの製造用材料に使用する発育卵、培養細胞及び牛血清は、下記の規格に適合するものでなけ
ればならない。ただし、シードロット製剤に使用する発育卵及び培養細胞は、シードロット企画に適合したもの
を使用すること。 

1 発育卵  

1.1  発育鶏卵  

1.2   発育うずら卵   

   生ワクチンの製造に使用する発育うずら卵は、表2に掲げる検査及び処置、又はこ れらと同等 と認めら 

     れた検査及び処置により、同表に掲げる病原体の感染のないこと が確認されたSPFうずら群由来のもので 

     なければならない。   

1.3  発育あひる 

2  培養細胞 

2.1   鶏胚由来細胞   2.1.1 鶏胚初代細胞   2.1.2 鶏胚腎初代細胞   2.1.3 鶏胚肝初代細胞  

2.2  鶏由来細胞     2.2.1   鶏腎初代細胞  

2.3  うずら胚由来細胞 

2.3.1 うずら胚由来細胞 

          生ワクチンの製造に使用するうずら胚初代細胞(うずら胚線維芽細胞)は、1.2の規格に適合した発育 

   うずら卵由来のうずら胚から作製したものでなければならない。 

2.4   あひる胚由来細胞  2.4.1 あひる胚由来細胞  

2.5   あひる由来細胞   2.5.1  あひる腎初代細胞   

2.6   豚由来細胞  2.6.1  豚腎初代細胞  2.6.2 豚精巣初代細胞 

2.7   牛由来細胞  2.7.1  牛腎初代細胞  2.7.2  牛精巣代細胞  

2.8   牛血清                                                                                         ※赤字は前のスライド1. 、2.で記載した個所 

 生ワクチン製造用材料 HP : www.maff.go.jp/nval/kijyun/pdf/sto7030b.pdf 

 

 



ウズラ胚細胞を用いたワクチン製造 



ワクチン製造に関する資料（１） 

  前のスライドは、阪大微生物病研究会での麻しん風しん混合(MR)ワクチン製造工程におい 

て風しんワクチンの製造にウズラ胚培養細胞が使用されている様子を図示した。 

  〇MR(measles ・rubella混合)ワクチンができるまで－阪大微生物病研究会(阪大微研)  ☝      

        HP:biken.or.jp/WP/wp-content/uploads/2013/08/201308.pdf 

    〇2016（平成28年）ワクチンの基礎 ワクチン類の製造から流通まで      

        HP:http://www/wakutin.or.jp/medical/pdf/kiso_2016.pdf    

      (社)日本ワクチン産業協会  ☝ 刊行物のご案内 ☝   2016 ワクチンの基礎 ☝ 

    〇細胞培養によるワクチン製造について  ☝   ワクチンをめぐる話題:予防用ワクチンと治療 

      用ワクチン」   横手公幸(化血研) バイオロジクスフォーラム 第7回学術集会、 2010.3.2      

    〇乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」  田辺三菱製薬㈱ ☝ 又は 阪大微研 ☝ 

    HP: https://medical.mt.pharma.co.jp/di/file/dc/bfu.htm  (田辺三菱製薬) 

        HP: https://medical.mt.pharma.co.jp/di/file/if/f_bfu.pdf (阪大微研) 

        インタビューフォーム   医薬品… - 阪大微生物病研究会 ☝      

        HP:www.biken.or.jp/WP/wp-content/uploads/Product_Doc/fa-r/interviewform.pdf 

    〇おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)生ワクチン  

  資料3-6  おたふくかぜワクチンに関するファクトシート☝国立感染症研究所 平成22年7月7日。     

  ※クロアチア、ユーゴスラビアではウズラ胚細胞が1976年以降、使用されているが、日本で   

       は鶏胚細胞が使用されている。ワクチン株はLeningrad-3から派生したL-Zagreb。 

    

 



ワクチン製造に関する資料（２） 

 ≪鶏用ワクチン≫ 
〇マレック病（マレック病ウイルス1型）凍結生ワクチン 
    HP: http://www.maff.go.jp/nval/kijyun/pdf/SV11900.pdf 
     －弱毒マレック病ウイルス(１型)を培養細胞で増殖させて得た感染細胞浮遊液を   
      凍結したワクチン。 
〇マレック病（マレック病ウイルス1型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン           
      HP: http://www.maff.go.jp/nval/kijyun/pdf/SV12000.PDF 
         －弱毒マレック病ウイルス(１型)及び七面鳥ヘルペスウイルスをそれぞれ培養細胞  
       で増殖させて得た感染細胞浮遊液を混合し、凍結したワクチン。   
〇マレック病（マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペスウイルス）凍結生ワクチン 
      HP: http://www.maff.go.jp/nval/kijyun/pdf/SV12100.PDF    
         －弱毒マレック病ウイルス(2型)及び七面鳥ヘルペスウイルスをそれぞれ培養細胞  
       で増殖させて得た感染細胞浮遊液を混合し、凍結したワクチン。 
   ※マレック病ウイルス2型株は鶏胚初代細胞に接種。  
〇鶏伝染性ファブリキウス嚢病（アジュバント加）不活化ワクチン 
     HP: http://www.maff.go.jp/nval/kijyun/pdf/SV1500.PDF  
      －シードロット企画に適合した伝染性ファブリキウス嚢病ウイルスを同規格に適合し 
       た培養細胞で増殖させて得たウイルス液を不活化し、アルミニウムゲルアジュバント 
       を加えたワクチン。 
    ※上の3つのワクチンの製造に鶏胚、うずら胚、あひる胚の初代細胞が使用される。 
       上から4番目のワクチンの製造には鶏胚とうずら胚の初代細胞が使用される。 

、 
 



アマゾン    うずら卵の売れ筋ランキング   2017.3.30 

１ 
 
 
 
  

 有精卵 豊橋産 
    30個入 

２ 
 
 
 
千年屋 国産 味付 
        22個 

３ 
 
 
 
サラダクラブ 水煮 
   国産 6個 

４ 
 
 
 
国産 業務用 味付 
     100個 

５ 
 
 
 
 味楽乃里 国産 
   味付 22個 

６ 
 
 
 
  千年屋 国産 
  塩だれ 22粒 

７ 
 
 
 
サラダクラブ 水煮 
国産 6個×10 

８ 
 
 
 
キタノセレクション 
  国産 味付 

９ 
 
 
 
 ほしえぬ 卵水煮 
               430g 

１０ 
 
 
 
 豊橋産 生命の卵 
    30個入 

１１ 
 
 
  
 
 

 天狗缶詰 水煮  
  国産 JAS2号缶 

１２ 
 
 
 
  

キタノセレクション 
 国産 塩だれ 

１３ 
 
 
   
  

  冷蔵 洗浄卵 
    10個   

１４ 
 
 
 
  

 天狗缶詰 水煮 
 国産 JAS7号缶 

１５ 
 
 
 
  

 はごろも   8個×4 
  ホームクッキング 



アマゾン    うずら卵の売れ筋ランキング 2017.5.12 

１ 
 
 
 
  

 有精卵 豊橋産 
    30個入 

２ 
 
 
 
千年屋 国産 味付 
        22個 

３ 
 
 
 
国産 業務用 味付 
      100個  

４ 
 
 
 
サラダクラブ 水煮 
 国産 6個×10     

５ 
 
 
 
サラダクラブ 水煮 
   国産 6個 

６ 
 
 
 
天狗缶詰 うずら卵 
水煮 国産 JAS7号  

７ 
 
 
 
  千年屋 国産 
  塩だれ 22粒 

８ 
 
 
 
 豊橋産 生命の卵 
     30個入 

９ 
 
 
 
   冷蔵 洗浄卵 
     10個 

１０ 
 
 
 
天狗缶詰 うずら卵 
水煮 国産 100個    

１１ 
 
 
  
 
 

 キューピーサラダ 
 クラブうずら卵水煮 

１２ 
 
 
 
  

  ほしえぬ 卵水煮 
     430g 

１３ 
 
 
   
  

 キタノセレクション   
  国産 塩たれ       

１４ 
 
 
 
  

キタノセレクション 
   国産 味付 

１５ 
 
 
 
                 

  SSKうずら卵水煮 
 EO-SS2号缶 45gx6 



        ヤフー  うずら卵の売上ランキング   2017.5.16   
1 
 
 
 
 

ジェフダプラス うず
ら卵水煮・ベトナム産 

2 
 
 
 
 

     サラダクラブ  
 うずら卵水煮 6個 
           

3 
 
 
 
 

はごろもホームクッキ 
ング うずらの卵 8個 
     

4 
 
 
 
 
 
  

天狗缶詰 うずら卵         
水煮 国産 JAS2号   

5 
 
 
 
 
 
   

  カンピ―うずら卵 
  水煮 7個入り   

6 
 
 
 
 明治屋 MY 国産
うずら水煮 45g  1缶 
 

7 
 
 
 
 
 
室蘭うずら園 水煮 
 うずら卵 100個 

8 
 
 
 
 
  
 

うずら卵水煮 【業務
用】 50～55個入 

9 
 
 
 
  星N   うずら卵の       
   水煮 2号缶 

10 
 
 
 

キューピーサラダクラ
ブ うずら卵水煮 6個 

11 
 
 
 
  K&K  国産うずら卵 

  水煮 6玉入 

12 
 
 
 

うずらの玉子 水煮  
6個入り×2パック 

13 
 
 
 
【中国】 うずら卵水煮 
     430g  入 

14 
 
 
  天狗缶詰 うずら卵 
 水煮 国産 JAS7号 

15 
 
 
 

 いなば 食塩無添加 
うずら卵 水煮6×8個 



岡山のスーパーで陳列販売されているウズラ卵 



 
      生卵(10個入り)の陳列販売状況    

                                                                               平成29年5月6～7日調査 
 

名 称 選別包装・出荷者  価 格  賞味期限   温 度     備 考    店名 
 

うずら卵 豊橋養鶉農協組合  102円   H17.5.24    室 温  洗浄・愛知県産     TM  
(豊橋うずら)        鶉舎No.表示   
    〃      〃         107円   H17.5.22    〃           〃      KM  

  

うずらの卵   ㈲高林ファーム        93円      H17.5.17,         8℃                洗 浄            IB  
 (販売)マルタカ商事㈱                 23          国内産卵使用  
     〃              〃                       101円      H17.5.20        室 温                 〃            CO  

           〃          〃           105円       H17.5.11,        8℃         〃                  MN 
                       12,14,17     

           〃                   〃           105円       H17.5.16       室 温         〃                  HL 
           〃                   〃           105円       H17.5.20         〃         〃         ER  
         うずら玉子  幸福うずら産業㈱   105円       H17.5.21       室 温          愛知県産                GM 

                           (農場)羽田養鶉場  
  

       国産うずら卵  ㈲池端うずら園  105円       H17.5.14         8℃               国  産                   IM  
      うずらの恵        
          〃                   〃           108円       H17.5.18       12℃         〃                   HT
  

 平均 103.6円   10.4円/個 



水煮卵(6個入り)の陳列販売状況   

                                                             平成29年5月6～7日調査 

名 称       選別包装・出荷者       価 格   賞味期限   温 度   備 考   店名 

うずら卵水煮 (販売) キューピー㈱     118円   H18.3.31   室 温     国 産     ER 

QP サラダクラブ (製造) 光和デリカ㈱      

         〃                          〃          129円    H18.2.14    〃   〃 IM 

         〃                          〃          130円    H18.3.11      〃         〃 KM               

         〃                          〃          131円    H18.3.25    〃   〃 CO 

         〃                          〃          135円    H18.3.22    〃   〃        GM 

         〃                          〃          135円    H18.3.25      〃   〃        MN                

         〃                          〃          138円    H18.3.16    〃         〃        TM 

うずら卵水煮  (製造) トーアス㈱       152円     H18.3.3  室 温   国産素材 CO 

 国産うずら卵水煮  穂ノ原工場                  パウチ 
    (販売)日本生活協同組合     
    

 
          平均 133.5円  22.3円/個 



水煮卵(4～10個入り)の陳列販売状況  
                                                                                                                    平成29年5月6～7日調査 
 

  名 称     選別包装・出荷者   価  格  賞味期限   温 度     備 考    店名  

    
  

Kanpy (カンピ―) (製造) 宮島醤油㈱       
  

うずらたまご (4個)      妙見工場   128円    H18.8.3    室 温  原産国:タイ   ER 
くんせい風味        (販売) 加藤産業㈱       
  

Kanpy (カンピ―)   (製造) 三共食品㈱             国産うずら  
  

おでんたまご(6個) (販売) 加藤産業㈱      228円      H18.9.14       室 温     たまご使用     ER 
魚介だし仕立て  ※㈱ホティフーズコーポレーションとの共同開発商品         パウチ  
  

Kanpy (カンピ―)  (輸入) 谷尾食糧工業㈱               原産地:  
  

味付うずら卵(6個) (販売) 加藤産業㈱      100円       H18.2.28       室 温            タ イ           IB 
うずら卵水煮  (7個) 〃      100円       H18.2.19          〃        〃  
  

煮込みうずらの卵 (製造) 天狗缶詰㈱        
           (7個)  (販売) はごろもフーズ㈱       172円       H18.1.17       室 温           国 産         IM  
うずらの卵    (8個)           〃                        162円       H18.3.6            〃 〃            HL 
         〃                            〃                        170円       H18.3.3            〃 〃            MN 
        〃                            〃                        172円       H18.3.3,10       〃 〃 IM 
  
  

玉九うずら卵水煮  (販売) キューピー㈱    216円       H17.6.28       12℃ 〃 HT 
    (10個)        

 



水煮卵2連パック(6個×2)の陳列販売状況  
                                  平成29年5月6～7日調査 

 
名 称     選別包装・出荷者 価 格 賞味期限  温 度  備 考   店名  

 
うずら卵の水煮 (販売) イオン㈱  198円   H17.7.31   9℃ 国産卵使用 IB 
  

トップバリュ (製造) 静岡県の工場       
    〃                   〃         〃   H17.8.4    8℃           〃 IM 

   〃        〃                    〃   H17.7.22          〃            〃             MN 
                                                          8.7     

うずら玉子 山和食品    203円     H17.9.20         5℃        国 産 HL 
ツインパック        
  

うずら卵の水煮 (販売) カネテツ    204円      H17.7.10        6℃    国内産卵    MN        
                                    デリカフーズ㈱                                使用  
  

伏見うずら玉子 (販売) 伏見蒲鉾㈱   204円      H17.6.1           8℃    国内産卵 CO 
水煮                                                  使用   

  

                       平均 200.8円 16.7円/個     

          
 トップバリュ   (製造) 静岡県の工場 :  ㈱カネセイ食品   

 



うずら卵の陳列販売状況（追加資料）  

  約2ヶ月後の7月17日に、前回と同じ10店舗について再度調査した。そ 

の結果、名称、選別包装・出荷者は全く同じで、変更はなかった。うずら 

卵の価格は生卵では変動が見られなかったが、水煮卵は2店舗で変動
した。水煮卵(6個入り)135円が127円と8円安くなる一方、水煮卵2連パッ
ク（6個×2）204円が246円と42円高くなっていた。卵の保管状態、温度は  

 2ヶ月前とほぼ同様であった。  

  調査日の段階で、賞味期限が2日後あるいは4日後に迫った生卵パッ
クは2割引、半額となっていた。翌日、この2店舗を追跡調査したところ、
割引のラベルの付いたパックは無くなり、新たな卵のパックが棚に補充
されていた。   

  岡山市では昨年秋頃から今年2月末日にかけて、岡山市の郊外に
あった「イズミヤ」、岡山駅周辺の「ハッピーズ」、「イトーヨーカドー」が相
次いで閉店した。なお、イズミヤは建物改修後、「エブリイ」として開店し
ている。 

 各店舗でのうずら卵の名称、選別包装・出荷者が2年前の調査とは異     

なる状況がみられた。 



ウズラ産業の主な問題点 

① 高齢化、後継者不足  →  廃業の増加 

② 飼料費の価格、高騰 

③ 卵価の水準の低さと変動対策が不十分である。 

④ 飼育環境 (悪臭など) 

➄ 疾病・衛生管理対策   

⑥ ウズラは暑さなどのストレスを受けやすい。 

⑦ 改良増殖計画が不十分である。 

⑧ 卵・肉の消費 

⑨ 輸入卵 



ウズラ産業の主な課題 

① 清浄な雛の飼養衛生管理 

② 新規飼料・添加物などの開発・研究 

③ 優良系統の作出 

④ 卵・肉の定期的な衛生検査と品質保証・認証 

➄ 付加価値の高い製品・商品の 開発・研究 

⑥ 卵・肉の消費拡大・新規開拓 

⑦ 卵価水準の改善と安定化 

⑧ 情報収集・発信・連携 

⑨ 公的資金・補助金などの獲得と活用 


