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③③-１ シラスの浜漬け

シラスとは元々、鮎やウナギ、イワシ、ニシン、
イカナゴなどの魚の稚魚の総称だ。「シラスウナギ」
という言葉もある通り、この種の稚魚は体に色素が
少なく、白色～透明色をしているのでこう呼ばれる。
そもそもこの「シラス」という言葉は、一説には時
代劇でよく見かける白い砂利の敷かれた裁きの場所
「お白州」からきているといわれ、シラスを干して
いる様子、その一面真っ白な状態が、お白州に似て
いたことから名づけられたともいわれる。いつしか、色の薄い稚魚を総称し
て、シラスと呼ぶようになった。（身体が白い子、で「白子（しらす）」と
いう説もある。）現在、一般的に「シラス」として売られ、食されているの
は、イワシの稚魚、主にかたくちイワシの稚魚である。

日本におけるシラス漁獲量とシラス干し生産量の経年変化
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③③-２ シラスの浜漬け

食塩水中で短時間煮熱して乾燥させた製品を、関東ではシラス干し、関西で
はチリメンジャコと呼んでいる。一般的に、シラス干しは生乾きで、チリメンジャ
コはよく乾燥している。しかし最近では、あまり厳密には区別されていないよう
である。全く乾燥しないものは「釜あげ」と呼ばれる

釜揚げシラス

イカの沖漬け
（イカを味付けタレに漬け込む） 浜漬けシラス

・・・・・今までなかった加工方法・・・・・
シラスに味付けタレを浸み込ませる
ことで風味豊で利便性が高い、
シラスの沖漬け商品が完成



④④ 差別化トマトジュース
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未利用資源を
活用した商品

①涙の出ない甘い玉ねぎ
②にんにくの皮の活用
③薬用残渣を活用した地鶏商品
④うなぎ残渣を活用したペットフード
⑤未利用果実を活用した菓子
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１１）お茶の実の有効利用
利用されない未利用資源の活用
遺伝子組み換えなし

２）機能性による差別化
糖度が高い・涙が出ない

３）栽培による差別化
地域別栽培方法による差別化

４）名前によるブランド化
商標取得による優位性

① ‐１ 涙の出ない甘い玉ねぎ(野菜の付加価値化）
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情 報

資源として
様々に利用
されている
・食品
・洗浄
・薬品

活用してビ
ジネスにな
らないか？

市場性

機能性
成分分
析

活用商
品

歴史

・洗髪剤
・食油
・改良剤

調 査

・サポニン

・原料
として
利用

・明治時代
から研究
・機能性

情

報

収

集

結 果
結

果

お茶の実

肥 料
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①① ‐２ 事業化の道「涙の出ない甘い玉ねぎ」



①① ‐３ 玉ねぎでのブランド化
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高糖度赤玉ねぎ「足摺レッド」（高知県土佐清水市）
永田農法で栽培する糖度8度以上の早稲赤玉ねぎを「足摺レッド」と称して
栽培しています。 生で食した際にくる玉ねぎ本来の強烈な辛味がなく、強い
甘味が特徴の赤玉ねぎ。現在特産品化を目指して取り組んでいる。

高機能性玉ねぎ「さらさらレッド」（北海道栗山市）
鮮やかな赤色で、口に含むとしっかりとした玉ねぎ本来の辛味が広がる。
ケルセチンの含有量も普通の玉ねぎより高い。注目されるケルセチンは、
フラボノイドの一種であり、別名ビタミンP と称し、生活習慣病やアレルギー
などの改善や血糖値や高血圧にも大きな効果があると期待が寄せられてい
る成分である。さらに赤紫の色素であるアントシアニンは目の健康を維持す
るといわれている。これら機能性に加え糖度が高い良食味の品種、鮮やか
な彩などの特性を生かした差別化が期待される。

淡路島玉ねぎ（兵庫県淡路市）
特殊な機材を用いて応力（わずかな面積にかかる単位面積あたりの力）を
測定したところ、最最大で約2倍の差を確認。つまり「やわらかさ」が圧倒的に
高いことが判明。あまみとなるソテー時の「全糖含量」を測定した結果、約９
～１０％。他のたまねぎと比べ最最大で約4％の差を確認。つまり「あまい」が
圧倒的に高いことが判明。辛みを示す「ピルビン酸含量」を測定した結果、
最大で他他産地の6割程度と確認。つまり「からい」が圧倒的に低いことが特徴。



②② にんにくの皮の活用

食品

機能性

食品加工

調 査

カビ防止

パン

粉末化

情

報

活

用

結 果

にんにくの実 にんにくの皮

利 用
・堆肥

それ以外
・焼却処分

に ん に く
皮 粉 末

利 用

カビ防止用
天然添加
原料

ロールパン
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③③薬酒残渣を活用した地鶏商品（農商工認定）

事業の特性
薬用酒を製造する過程で大量に発生する栄養豊か
な残差「未利用資源」を地鶏に与えることで健康で栄
養豊かな地鶏を成長することが可能となる。
肉質特徴として、歯ごたえがあり色鮮やか、匂いもな
い良質な肉質である

新商品または新役務の内容とその市場性・競争力
(農)池ヶ平牧場の飼育する高原コーチンは植物性飼
料を与えて育てるため、通常の名古屋コーチンが120
日で出荷されるのに対して200日かかる。そのため旨
味成分のひとつであるイノシン酸量が多い反面、産卵
期に餌食いが悪くなり体力の低下がおこる。その高原
コーチンに滋養強壮作用のある薬酒残渣を与えること
で、よりイノシン酸数値が高く、最後まで餌食いのいい
「薬酒地鶏」を開発する。

薬酒残渣と植物性飼料の配合飼料を与えた新ブランド「薬酒地鶏」の開発と、
その鶏肉を使用した特産品の開発と販路拡大を行う

名古屋コーチン

薬用残さ

飼料とし
て与える
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④④浜名湖うなぎ残渣を活用したペットフード（地域資源認定）

事業の特性

・ 静岡県／浜名湖原料及び浜名湖加工原料かば焼き原料加工時に発生
し、従来廃棄されていた「骨・頭」を活用

・ 浜名湖産としてのブランド活用新た
にペットフードとしての浜名湖産うな
ぎの構築高級ブランドとして

・ ペットフード向けスタミナ食品として
販売

♪「ウナギイヌ」の紹介♪
赤塚不二夫氏原作の人気
マンガ「天才バカボン」に登場
する動物キャラクターで、お父
さんがイヌ、お母さんがウナギ。
愛くるしい風貌で、天才バカボ
ン登場キャラクターの中でも上
位の人気を誇る。

ペットフードの原料とするのは、現状では
未利用となっているうなぎの骨や頭であ
るため、環境にやさしい商品としてＰＲで
きるとともに、経済性の高い商品となる。

浜松産うなぎは人間向けブランドでは知
名度が高いが、新たにペット向け浜松産
うなぎブランドをつくる

74



75

④④-１ 未利用沖縄マンゴーを活用した菓子

高級果実として有名なマンゴー、生産量日本一の沖縄県の中でも宮古島は
トップクラス、市町村別生産数では日本一の生産量を誇っている。しかしながら、
「太陽のタマゴ」として地域全体で高級ブランド化進める宮崎県と違い、個人生
産者が数量を競って、地域としての宮古島マンゴーの価値を上げるための取組
みを進めてはいない状況である。今後、ＴＰＰ等で安い外国産の輸入、地域間競
争などに勝ち抜くためには
宮古島マンゴーとしての地域ブランド化が急務である

取組み概要（新たな活用の視点）

・暖房費がかからないなどより自然な環境で栽培される
特徴を活かす（宮崎県は、暖房かけ沖縄県より早めの
出荷を行ない、価値を高めている）
・新規参入、ＪＡの力不足などの影響で品質管理基準が
整備されていない
・生果（高級品）以外の原料の付加価値が進んでいない

地域間競争に勝ち抜くために
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④④-２ 摘果マンゴー数

・・・・マンゴー・・・・
宮古島で ５００トンのマンゴー生産

甘いマンゴーを作るために、1枝につき1個か2個、最も形の良い花を残して
他を摘んでしまう。だから1本の木で幼木なら10個未満、成木なら50個前後し

か実を結ばない。

一個平均１５０ｇとして３３３万個の摘果マンゴー（早取り）

利用されていない

マンゴーの木が一人前になるには、およそ３年～５年かかる。
その成熟した１本の木から

３，０００個～４，０００個のマンゴーの実がなる。
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④④-３ 事業効果

【事業効果】
利用価値がなく、廃棄していた摘果マンゴーを二次原料として、新たなお土産品として
商品化
・農 業 者：廃棄していた摘果マンゴーが有意義に活用でき、新たな収益になる

長期原料保管が可能であることから農閑期の仕事が確保できる
・食品加工者：通年加工及び販売出来る商品
・観 光 業 者：新たなお土産品
・お菓子業者：安価なマンゴー原料で商品開発／販売
・地 域 全 体：新たな産業創出

摘果マンゴー 加工処理 試作商品



ブランドによる
付加価値化

①お茶の差別化
② トマトのブランド化
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①①‐1 静岡茶の飲み方による価値の提供（静岡割り）

79

静岡では焼酎等を緑茶で割った飲料が飲まれており、お茶割りという名が
一般的であった。それが「静岡独特」の飲み方であるということに目をつけ、
当時の静岡市観光協会（現静岡観光コンベンション協会）の静岡支部誘客
宣伝委員会が中心となって、２００６年６月８日に静岡割り普及推進委員会
が発足し、「静岡割り」と命名した。しぞーか割り、しぞ～か割りとの表記も使
われている。

静岡割り普及推進委員会では、焼酎（麦焼酎、芋焼酎、米焼酎
のほかウオッカやジンでも構わない） +緑茶（せん茶、番茶、粉茶、
抹茶、粉末などを問わない）という組み合わせを示している。

定 義

概 要

静岡割り普及活動として、飲食店、料亭、旅館、ホテルにステッ
カーの貼り出しや、メニューの表記の変更の働きかけを行った。
また、２００８年４月２３日、静岡観光コンベンション協会は静岡市
への来訪者へのＰＲとして、「静岡割り」と「静岡おでん」と「静岡は
んぺんフライ」（黒はんぺんのフライ）を「静岡Ｂ級グルメ３点セット」
と銘打ち、普及活動を行った。現在、静岡割りを出している店は数
多くある。

普及活動

酒割りのお茶（静岡粉末茶） 100g入
９５０円

酒割りのお茶缶



①①‐２ 宇治茶の新たな価値の提供
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名 称 リキュール

内容量 500ml [アルコール度数 9％]

商品サイズ 約縦23.5cm×横10cm×高さ10cm

原材料 清酒、糖類、抹茶、ビタミンＣ

保存方法 常温保存

販売者 株式会社伊藤久右衛門

販売価格 税込 ３，６２８円



①①‐３ サントリーの取組
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「まろやか緑茶 抹茶の旨み」」」
1L紙パック（業務用）

▼商品名、容量、希望小売価格（税別）
アルコール度数 ８％
「抹茶香るお酒」 500ml 500円



②②‐１ トマトのブランド化（アメーラトマト）

アメーラは１９９４年、県農業試験場の研究員が高糖度ト
マトの栽培方式を発表してから、本格的な栽培が始まった。
命名は、静岡弁で「甘いでしょ」という「あめーら」に由来し
ている。一般のトマトは糖度５～６度でもおいしいと言われ
るが、アメーラの平均糖度は９～１０度。大きさは通常のト
マトの３分の１ほどだが、中身はぎっしり味が詰まっている。

大井川町のトマト農園「ハニー
ポニック」では、人工的なアメー
ラ栽培行っている。「根域制限」を行うほか、各プラントごと室
内で育てた苗を周期的に植え、一年中、同じ環境で同じ品質
のトマトを栽培することができる。

「アメーラ」と「アメーラルビンズ」

82

品質管理にGAPを活用

ブランドトマトの評価第一位（2009年日経MＪの評価）を誇る。「マーケティングに力を入
れ、ブランド力も徹底的に強化した」。
参画する組織を増やしながら生産地を広げ、トマトの周年出荷を目指している。ブランド
の管理も大切な業務だ。「ブランドは最高の品質を約束する証しであり、消費者がどっちを
買おうかと迷ったときの切り札となる。生産者に20歳代や30歳代の若い人が多いのも特
色で、「絶えず進化と変化をすることが経営理念」だという。



②②‐２ アメーラトマト戦略の概要

＊商標取得「アメーラ」による差別化
・類似品、模擬品の排除

＊高品質による商品価値を高める
・高濃度
・統一した栽培方法
・糖度管理による品質管理

＊周年栽培による市場価値
・通年同一価格

＊少数精鋭による栽培
・いいものを作ることでお金になる
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地域の観光産業と
連携した

体験型農業ビジネス
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１．平成１０年１０月、日本の農村農業に危機感を覚えて、小林一郎が友人に呼び掛け、情
報交換・勉強会の場として「のうのうの会」を発足させた。

２．平成１２年２月、当初から行動を目的にする団体名「信州せいしゅん村」を組織名として
使用を開始（むらおさ：小林一郎）

３．平成１４年、亀屋ホテルと共同企画で、日帰り農村生活体験「ほっとステイ」事業の提供
を開始。以後受入が拡大していき、Ｈ２６年は約８，０００人を受入れた。１７ヶ国から受け
入れ（トップは台湾、中国が伸びている）現在は「長野県ほっとステイ協会」として６地区
で実施（会長：小林一郎）

４．平成２１年１月８日株式会社信州せいしゅん村を設立。代表取締役は小林一郎が就任。
５．平成２１年３月１日上田市農業委員会から「農業生産法人」として承認される。
６．平成２１年６月、農商工連携事業認定
７．平成２５年２月、６次産業化総合化事業認定
８．平成２６年４月、６次産業化対策整備事業の助成を受け「農家レストラン里の食」開店

大大賞受賞／信州ブランドアワード
ありのままの農村の暮らしを知ってもらうことをコンセプトに、この１０年でおよそ６万人の国
内外の学生に信州・武石の農村、文化を体験してもらった実績があり、その誘客システムは
ビジネスモデル特許も取得するなど事業としての高さが特に評価された。また、村の多くの
農家が取り組みに賛同し、生きがいとして受け入れに協力して、マスメディア・SNS・活動の
公募、商談会など多方面での積極的な情報発信、国の「６次産業化の認定」を受け、今後の
農村エリア再生事業への「継続・発展性」と、全ての面で高い評価を得て大賞に選定された

信州せいしゅん村の取組み
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農業体験提供と地域の観光資源の活用

農林漁業者
（株）信州せいしゅん村（農業）
子供向け学習旅行のノウハウを活かし、大人向けに農地を使って生産加工や研修に取り組み、
交流人口の増大を図る。

中小企業者
（有）亀屋ホテル（宿泊業）
子供向け学習旅行に特化した設備を使って、大人向け農村交流を、教育業界・旅行業界ネットを
使って売り、宿泊客増加に。

連携参加者
美ヶ原ベリー園（株）（飲食料品製造業）、信州大学感性工学科
ベリー園は無砂糖・無添加のジャムを共同製作し、信州大学は農村での癒し効果の数値を確立
し、誘客に結びつける

ありのままの暮らし体験による農村の癒しや研修を提供する農業者と、この宿泊客を見込むホテ
ルが観光振興に取り組む

（株）信州せいしゅん村は、人々を農村に招き入れることで農村活性化をしようと、日帰りの農村体験を２０歳迄
の子供の教育向けに開発し成果を上げてきたが、少子化と経済不況から減少してきた。一方、（有）亀屋ホテル
は、学習旅行専門宿泊業として業績を上げてきたが、同様に売上が減少。お互いが、子供向けから大人向けの
商品化を、宿泊業界のネットと、農業法人の実績と荒廃農地再生事業を活かし、構築する

農商工連携認定／平成２１年度認定

86



事業名
農家レストランによる農村交流と食用ほうずき・山葡萄を利用した地
域活性化事業

事業の概要
自社農場で生産した食用ほおずき・山ブドウを活用した新商品開発・
販売によるオリジナルブランド化と地域交流拠点としての農家レストラ
ン経営により、地域活性化を目指す。

平成２５年２月認定

平成２６年４月／農家レストラン事業開始

事業内容変更（農家レストラン施設整備）→施設整備事業申請

平成２５年８月採択／整備事業活用し農家レストラン事業開始

６次産業化総合化事業計画認定／平成２５年度認定
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中中山間地区を意識した「ふれあい農家レストラン」中山間地区を意識した「ふれあい農家レストラン」

上田市武石地域の農業生産法人「信州せいしゅん村」は
平成２６年２月２６日、同市武石沖の国道１５２号沿いに古
民家を改修した「農家レストラン里の食」を開店。
レストランを中心に半径約２キロの範囲を「交流の駅たけ

し」として整備する交流の里事業の一環。取れたて野菜を使
った家庭料理をバイキング形式で提供。 地域の高齢者らが
孤立せず、観光客や若者と交流して生きがいを感じられる場
所を」と２年ほど前から交流の里を構想。レストラン隣の農
場「Ｇファーム」の整備と合わせ、前年から古民家の改修を
進めていた。
レストランでは、Ｇファームやせいしゅん村の田畑で収穫した野菜を中心に、プロの料理

人から指導を受けた住民３人が調理。主食はご飯か、冬の清流に２週間浸したソバの実で
作った「寒ざらしそば」が選べる。バイキングの価格は１食千円程度で販売、木造２階建て
延べ約２１５平方メートルで、高齢者が使いやすいよう１階に椅子の４４席を設けた。２階
にはキルトや彫り物など住民の作品が並ぶ個室を整備。農産物直売所「街道一」も併設した。
総事業費は約２千万円。生産者が加工、販売も手掛ける６次産業化法に基づく事業として、
国の補助金７００万円を活用した。来店者は「懐かしい雰囲気で気軽にのんびりできそう」
など好評化。せいしゅん村代表の小林一郎氏は「一歩を踏み出すが、継続することが重要。
昔ながらの食事が受け入れてもらえるよう、工夫を凝らしたい」と話している。
平成２６年度（２月～１２月／６００万円売上 ２万５千円／１日）
平成２７年度に関しては、売り上げが伸びている

右から２人目が小林代表

せいしゅん村レストラン
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事事業化認定支援

農商工連携認定
平成２１年度

６次産業化総合化事業計画認定
平成２５年度

平成２０年中小企業基盤整備機構に相談
内容：遊休地を活用した新たな農産物の栽培と

高付加価値商品の生産販売
連携先：美ヶ原ベリー園

平成２１年５月農商工連携事業化計画書申請
内容：大人向け農村農業癒し体験と農村研修の

ビジネス化による宿泊業との連携
連携先：亀谷ホテル

平成２１年１月事業内容変更にて検討
内容：放牧羊活用による荒廃地再生と羊製品活用

商品の活性化事業
連携先：亀屋ホテル

農商工連携

事業内容が農商工連携に合わない
事業内容が弱い

連携先との事業内容の役割
事業内容の検討

６次産業化

中小企業基盤整備機構プロジェクトマ
ネジャーとして支援

平成２４年１０月６次産業化相談
内容：里の駅を活用した一次加工原料及び漬物販売

長野県プランナーとして提案

平成２４年１２月６次産業化総合事業計画申請
内容：里の駅を活用した一次加工原料及び漬物販売

連携先との事業内容の役割
事業内容の検討
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地域産ジャムの
ブームを仕掛ける

・・ジャム博・・
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様様々なジャム商品

91

明治屋
缶詰いちごジャム

フランス／イチゴ
ジャム

イタリア／りんご
ジャム

三重
玉響いちごジャム

イタリア／さくら
んぼジャム

山形
さくらコンフィチュール

福島
かぼちゃジャム

新潟
青梅ジャム

北海道
プリンジャム



２０１２年中に国内で生産された量は、ジャムの類似品を含めて５６，２００トンで、これに輸入量を加
えると、国内での総供給量は６２，８００トンまた、総務省の家計消費量調査によると、一世帯当たり
のジャム消費量は、１，３４７ｇ。
ジジャム類国内生産量（単位：ｔ）
業務用ジャムの基本的な規格は、家庭用ジャムと同じ、用途によって糖度、酸味、粘度の状態が異
なる。種類は大きく分けて、製菓用、パン用、洋菓子用、デザート用、学校給食用ジャム等となる

ジャム類の
国内供給量の推移

１家族年間
１個／３４０ｇ平均で４個

アヲハタの市場占有率
家庭用ジャム ５０％
低糖ジャム ７０％

ジャムの市場
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ジャム類の種類別生産割合
（2008年度／2012年度、単位：％）



・・規格外原料の新たな活用（付加価値化）
・簡単に加工出来そうだから
・売上を上げたい
・需要があるだろう

ジャム商品に取組む理由

・卸し単価が高く卸しが出来ない（７～８掛け）
・営業が出来ない／販売方法がわからない

・既存の購入しやすく、安い瓶容器を手配
・簡単な調理器具で製造、ラベルはパソコンで自作

市場で売れない理由

商 品 化

地域におけるジャムの商品化

・道の駅、販売所などに同じようなジャム商品が並ぶ
・ラベルはパソコンで自作、印刷屋さんに無料でお願い

市場に商品があふれる
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売売れる仕掛けを考える（地域産ジャムブームをつくる）

94

６次化で商品化された全国の隠れたジャム商品を紹介

６次産業化の取組として、地元の果実、地域の様々な食材を活用したジャム、ジュレ、
コーンポートなどに商品化されている。しかし、生産量、卸価格、販売方法などの課題
で商品の素晴らしさを広めることが出来ないでいる。このような全国の様々なジャム等
の商品を一堂に集めた博覧会／商品販売会を開催する。

開催目的
・ジャム商品に特化することで注目度が高い
・全国各地のジャム商品を見る、知ることで自信の商品を改めて考えることが出来る
・大手スーパー、百貨店等販売ではなく、直接東京の消費者に売ることが出来る
・小口の販売店、小口の通販、メディアとの接点が持てる
・安い費用で出店が出来る

事前手配
・様々なスーパー、百貨店に声掛け
・メディア掲載依頼（一部新聞社掲載予定）
＊今回の取組をきっかけに地方のジャムブームを作り上げる

平成２６年 ３月 ８日（土） 東京有楽町駅前 １０都県（１７事業者参加）
５月 ５／６日（土日） 熊本県熊本市 県内（１０事業者参加）
１０月２５／２６（土日） 東北６県 仙台市
１１月 熊本県中心でジャム協議会を組織化



ＰＰＲ：
・地域メディアでの紹介
・食品展示会
販売：
・道の駅、地域内スーパー
・自社通販

従来の方法

・様々な業種の展示会／商談
会では効果が薄い
・広めるための費用がかかる
・自身のジャムの評価が不明
・大量ロットでの対応が出来な
い
・卸値が合わない

メリット・デメリット メリット・デメリット

・広くジャム市場がわかる
（自身のジャムの評価）
・注目度が高い
・費用負担が少ない
・知名度のないジャムが世に
出ることが出来る
・小ロットでの販売

・地域発のジャムだけの展示
会／試食会／相談会
・個人ジャム生産者の参加
・少ない参加費用／予算
・出向くのではなく呼び込む
・他事業者の商品比較が出来る

新たな方法

従来の販売方法と新企画の違い
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ままとめ
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◇ 経営者としての考え方を持つ

◇ 儲けることを基本とする

◇ 情報発信、情報収集

◇ 時代は変わる

◇ 自身の性格を知り、合った商品化を目指す

◇ 事業中止も時には必要




