
水産養殖業分野は、将来性の高い事業分野です。グロー
バル化した世界経済の中でも、フランスは確実な安全
性、信頼性を得ることができると確信しています。高品質
な食材の提供はもちろんのこと、新たな開発とそれにお
ける環境への配慮など、グロリア・マリース・グループは
専門知識と実践的な経験をもとに、今後の事業活動に可
能な限り高い付加価値つけお客様にご提供するよう努
めていきます。 市場や消費者の方々への高品質の製品。
我々のヨーロピアンシーバス、ヨーロッパヘダイ、ニベ、
イシビラメは「グループ」が誇る食材であり、飼育高貴種
を提案する企業コンソーシアムは、さらに卓越した地位
を。 

グロリア・マリース・グループは、事業戦略においてグル
ープ企業の活動に最高の付加価値を付けることができる
ノウハウと人材を重視しています。

市場は高品質な製品を求めています。企業どうしの協力
で、陸地に作られた養魚池または海上養殖よって育てら
れたヨーロピアンシーバス、ヨーロッパヘダイ、ニベ、イ
シビラメは貴重な種であり。こうしてグロリア・マリースは

「グループ」として、卓越したポジシ ョニングを強固にす
ることができました。

これまでのフランスで養殖事業は、主要な国際グループ
と「スパーリング」と臨界サイズの問題を直視しなければ
なりませんでした。しかし、関連する分野・資源を１つに
することにより、品質向上、研究と技術開発に焦点を当て
ることが可能になり、当グルー
プはセクター全体として国際的なプレ
ゼンスを可能にすることがで
きます。

「グループ」としての強み

水産物の養殖と
いう我々の専門 
分野において、

私たちはお客様への
感謝と希望に沿うよう
に日々努力しておりま
す。世界で知られてい
るフランスの食文化
における食材品質、農
作物と同様に、海に関
する食材の専門知識
と経験をもとに、我々
は国内市場を含め、
世界に向けて更に規
模を広めながら幅広
く社会に貢献したい
と思っております。»   
フィリップ・リエラ

«
1992年  
フランス　コルシカ島
でグロリア・マリ ース
社を創設
2012年
イタリア　サルデーニ
ャ島の 
Palma d’Oro社を買収 
2012年 
モロッコFumet de 
l’Atlas社を買収
2013年 
フランスAquanord
社とEMG社を買収
2015年  
フランスFrance Turbot
社及びふ化養殖場と飼
育場の再開、 
Turbot部門 
2015年 
グロリア・マリース・グ
ループを設立

グループの主
な歴史



フィリップ・リエラは何よりも、海を愛し、海に
その情熱を向ける起業家です。彼はコルシカ
島のその高品質な海水と地理的環境が海洋養
殖に必要な全ての環境が整っている事を考慮
し、1992年グロリア・マリース社を設立しまし
た。

ここから彼の事業が始まり、
その後200トンの規模が急速に成長し、2006年には
フランスの第二の巨大養殖場になりました。そして
現在でもその地位を守りつつ発展し続けています。

その後グロリア・マリース社はAquanord社、EMG社
その後、イタリア　サルデーニャ島のPalma d’Oro社、そし
てFrance Turbot社の事業復興に投資を行い、規模を拡大、

グループとして事業を拡大し、全養殖場でヨーロピアンシ
ーバス、ヨーロッパヘダイ、ニベ、イシビラメを含め全体で
1,000トンを生産し、フランスの海洋養殖業の再生に進んで
いく事になりました。
また2015年には、グロリア・マリース・グループは提供

する食料品の高い品質が公的に認められ、それを表すラベ
リングに特化し、フランス政府から認可を受けている証とし
て、ラベルバイオ（有機ラベル）、公認ラベル··ルージュ（赤ラ
ベル）を獲得し、またバイオスイス（スイスオーガニック）など
の食品保証への取り組みも進めました。

フィリップ・リエラは、環境保護や生産者としての責任、消費
者の期待を尊重することに取り組んできました。
また彼は、ヨーロッパ諸国でのフランスにおける水産業が遅
れを認識し、それの対する原因追求、分析、改善を行い、フラ

ンスの国内水産養殖部門を再び有利な立場に導くための
研究を行っています。この任務は、水産養殖業者として養殖
場所と環境を保護することを目指す水産養殖業の方向性と
地域開発のためでもあります。•

使命と情熱
グロリア・マリース・グループは、今日、水産養殖界におけるフラン
スの参照的な存在です。27年間でグループは、大きく発展し、様
々な要求の多い養殖法や生産方法の類まれな高品質レベルに
上り詰めました。

迅速な収益性を追求して大量生産で飼育される場合、コルシカ島の海
原の水産養殖は、サルデーニャ島のように、あるいはグラヴリーヌ、ノワ
ルムティエ、トレダルゼックにおける陸地に作られた養魚池のように、プ
レミアム市場ラインと並びます。
したがって特定の競争に反し、当グループは、直ちに環境保護と生産の
品質について多くを要求する 
手仕事による高品質生産に着目点を当てました。
グロリア・マリース・グループは、フランス市場におけるポジショニング
を見事に示しています。
今日、水産養殖の広い世界で認められる当事者になることを可能にし
ているのは他ならぬ合理的な開発によるものであると思っております。
すなわち、養魚池の低密度、飼育者によって行われた研究開発の結果
による魚種の生物学を尊重した、バランスのとれた天然原料の餌、殺虫
剤不使用、無加工、注文による採取が、類まれな新鮮さ等を保証してい
ます。魚における自然なサイクルを尊重した温度と一定の海流は非常
に酸素を含んだ海水の恩恵に結びつき、稀な均質な飼育条件と最高の
味わいと栄養価の品質を誇る製品を可能にしています。

グロリア・マリース・グループの養殖魚はヨーロッパ全域そしてアジアへ
輸出されています。

「私たちの専門技術チームの手によって生産チェーン全体における稚
魚から出荷までの全ての工程をコントロールしています。貴重な我々の
4種であるヨーロピアンシーバス、ヨーロッパヘダイ、
ニベ、イシビラメの各飼育場については、すべての指
導者が水産養殖において尊敬されている専門家
です。」
フィリップ・リエラ

フィリップ・リエラ 
グロリア・マリース・グループ代表取締役社長 実績

当社の切り札

年間生産量 
3,200 トン
ヨーロピアンシーバス, 
ヨーロッパヘダイ, ニベ,
イシビラメ
2,000万
稚魚

総従業員数
180名
売上高
30,000,000ユーロ

フランスの特例

コルシカ島で唯
一の輸出者で

す。 
　  

グロリア・マリース・グ
ループは 

フランスにおける 
水産養殖のリーダー

w

「グループ」それぞれの事業体が強
いアイデンティティー を持っており、
フランス国内で広く知られ認められ
ています。各事業体は、飼育、管理、
収穫、出荷の全ての工程に関し、最
初から最後まで任されています。同
業他社の大半は市場での「売り込
み」が目立ちますが、当グル ープは、

「引きつける」を重視しています。　
極めて新鮮で貴重な魚種、比類ない
品質、そして新たな種を選択するた
め、Nouvelles Vagues社、Stella Mare
社とでプラ ットフォームを共同で開
発しています。

アンリ・エラン
Aquanord社専務取締役

水産養殖の生産品について、アン
リはすべての工程に関わっていま
す。彼の専門は生物学、力学、電気、
水力、人間工学、リスク管理、生産
プロセスの自動化を組み合わせた
組織能力と技術の多様性です。 
農業技術者として、システムや一緒
に働く従業員に対してに常に情熱
を傾けている彼は、養殖において
メンテナンス、漁業/包装、商品化
の全てにおいて管理しています。 
フィリップ・リエラとオリヴィエ・ポ
リーヌと共に、グロリア・マリース・
グループの今後のプロジェクトの
軸を形成しています。

多様な能力を持っ
た専門家



お問い合わせ
グロリア・マリース・グル ープ 
代表取締役社長 
フィリップ・リエラ
+33 495 214 848

専務取締役
オリヴィエ・ポリーヌ
+33 328 238 123

事業運営担当役員
アンリ・エラン 
+33 328 238 123

グループ事業戦略コミュニケ 
ーション顧問
パトリシア・ギドニ
+33 611 187 779
patricia@agep.com

「安全で高品質な魚を求めている消費者の方々のために、品質管
理をはじめとする魚において大切な水環境、餌の追求を行っており
ます。お客様が美味しく、そして安全に召し上がっていただくために
我々は今後も製品の向上、また新たな開発のために努力して参りま
す。」
オリヴィエ・ポリーヌ

近年、ヨーロッパにおける中小企業と巨大企業とのギャップが開い
ている中、「グループ」として力を共有し、新たな市場に向けて革新
的な企業戦略で進んでいかなければならないと思っています。市場
に対する需要と供給のバランス、そして新たな技術開発と研究によ
ってこれから幅を広げ行きたいと思います。

我々は地中海での「グループ」を形成し、これまでの歴史的背景や経
験を基に生まれたノウハウでお客様へ安心と喜びを提供する義務
があり、それに向けての試みを日々行っております。協力関係は短期
的な問題を意識している「グループ」の力です。

「我々の主な分野（養殖技術開発、新製品、食品管理）をフランスの
リーダー達と共に大胆なビジネスアプローチを続け、常に試行錯誤
とチームワークを持って目標を達成していきたいと思っております。」
フィリップ・リエラ

今後の養殖業において 

誇りと情熱を持った独創的な起業家たちによって
幅を広げていくフランスの水産養殖業は今後期待
され、品質においての差別化はもちろん、安全性と
持続的な製品管理によって国内のみならず国際市
場において高級食材の生産を可能にします。

魚類学における海洋孵化養殖・養殖
工学の専門課程終了後、フランスの水
産養殖業へと進み、彼の水産養殖事
業が始まりました。水産養殖業におけ
る全ての分野に携わり、水環境、餌、品
質向上、経営に特化し、現在フランス
の水産業に大きく貢献しています。ま
た、その働きが注目され、世界中の養
殖業のコンサルテ ィングにも携わっ
ています。専門家としてまたアドバイ
ザーとして彼のノウハウはグロリア・
マリース・グループの専務取締役とし
て起用され、将来的にフランスの養殖
業のさらなる発展に貢献しています。

お客様のために 

オリヴィエ・
ポリーヌ
専務取締役 
グロリア・マリ ー
ス・グループ
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