
① 個別の農林漁業者による
取組





＜事業者の概要＞

・所在地 ：北海道比布町
・代表者 ：代表取締役 今城 朱美
・取組内容 ：自社産有機小麦を活用したパンの開発・

販売
・ＴＥＬ ：0166-85-2211

失敗を恐れず何事にもチャレンジ！
自社産有機小麦を活用したパンの開発・販売

有限会社営農企画

○相続を契機に異業種からＵターンで就農。農業
に関する知識をあまり有していないことから、失
敗を恐れずに何にでも挑戦できる強みを生かし
て加工、販売を行う。

○自社の有機農産物を活用した付加価値の高い
多様な商品を開発・製造・販売する。

【取り組むに至った経緯】

○パン製造技術の確立
→外部のパン職人を招き製造技術を確立した。

○新商品の提供等、飽きのこない商品アイテムの
確保

→従業員からのアイデアを基に、ケーキ職人へ協
力を依頼し、消費者ニーズを捉まえた新商品の
開発を行った。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○新たに施設を整備して、開発・製造・加
工体制を充実させる。

○首都圏富裕層の新たなニーズの把握
やパン等加工品の販売を通じて得られ
た消費者ニーズなどを踏まえ、新商品
の開発・販売を行う。

【今後の展望】

○「ピップル」のオープン当初、パン売上
個数は１日最高650個

○最近は町外からの来客が増え、パン
の売上は１日平均約280個

○有機農産物の活用により、付加価値
が向上し、健康志向者などの固定客
が増加した。

【取組の効果】

パン工房「ピップル」

＜加工部門＞

パン、ラスク、クッキー

＜販売部門＞

・パン工房「ピップル」
・宅配

外部講師 ケーキ職人の協力

加工用

［現在］ 商品開発・製造

＜生産部門＞

小麦、大豆、小豆、
トマト、南瓜

［開設時］ 商品開発・製造技術支援

商 品

（有）営農企画

・幼稚園
販 売

有機農産物を活用した商品開発により高付加価値化を図りたい！

有機農法による高品質
な農産物を生産

ドイツ製の製粉機導入による特
殊な製粉法で高付加価値化

ロードサイドでの出店、
宅配サービスの実施

ピップル店内販売の様子

J有機小麦を使用したパン
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○独自のロックウール水耕栽培方法により22種類以
上のミニトマトの生産を行う。

○平成17年からトマトの付加価値向上を目指してジ
ュース、ジャム等加工品の製造、販売を行う。

○試作品から、商品化へ移行する際に増大する製
造時間や経費

→社内で課題の解決方法を検討しつつ、解決できな
いことは行政機関等へ相談した。

○利用しやすいホームページの作成
→ホームページを見やすく一新してインターネット販

売の強化を図った。

○一次加工の製造ノウハウが蓄積されてき
たため、業務用販売の強化、拡大に取り
組む。

○加工技術の向上を図り、加工度の高い
商品開発に取り組む。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 青森県弘前市
・代表者 ： 代表取締役 斎藤靖彦
・取組内容 ： ミニトマトの生産、加工、販売
・売上高 ： 9,100万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員10名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.magokoro-tomato.com/

まごころを込めて栽培するミニトマトを消費者へ
レトルト食品、業務用加工品の製造・販売

有限会社まごころ農場

○売上高
8,200万円（H22）→9,100万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
4名（H22）→15名（H26）

○主な原材料生産面積（ミニトマト）
1ha（H22）→1.9ha（H26）

加工所全景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・ドレッシング、レトルト商品
・業務用一次加工品等

（ピューレ、ペースト等）

<販売部門>
・インターネット

加工用

・ＪＲ商業施設
・道の駅
・百貨店

等

販売

商品

製造技術支援

（地独）青森県産業技術センター

加工度を高めた商品の製造により農産物の付加価値を拡大したい！

連作障害が発生しにくい
水耕栽培の確立

（有）まごころ農場

外食産業からの強い要望
により、業務用商品の製造

利用しやすいＨＰに一新
し、ネット販売を強化

ドレッシング
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岩手県盛岡市
・代表者 ： 代表取締役 吉田修司
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売所・観光農

園の運営
・雇用者数 ： 正社員７名（H26）
・ＵＲＬ ： http://sunfarm.biz/

（http://sunfarm.biz/）
（http://sunfarm.biz/）
（http://sunfarm（http://sunfarm.biz/）
.biz/）
（http://sunfarm.biz/）

○耕作放棄地が増加傾向にある中、農地を有効活用する
ため、従来の稲○耕作放棄地が増加傾向にある中、
農地を有効活用するため、従来の稲作経営に加え、
新たに果樹栽培を開始した。

○周辺地域で競合の少ない加工用果樹品種に着目して
平成20年から生果・冷凍果実の出荷とコンポートなど
の加工に取り組む。

作経営に加え、新たに果樹栽培を開始した。○耕作放棄
地が増加傾向にある中、農地を有効活用するため、
従来の稲作経営に加え、新たに果樹栽培を開始した。

○周辺地域で競合の少ない加工用果樹品種に着目して
平成20年から生果・冷凍果実の出荷とコンポートなど
の加工に取り組む。

○周辺地域で競合の少ない加工用果樹品種に着目して
平成20年から生果・冷凍果実の出荷とコンポートなど
の加工に取り組む。

（http://sunfarm.biz/）

○耕作放棄地が増加傾向にある中、農地を有効活
用するため、従来の稲作経営に加え、新たに果
樹栽培を開始した。

○周辺地域で競合の少ない加工用果樹品種に着
目して平成20年から生果・冷凍果実の出荷とコ
ンポートなどの加工に取り組んだ。

○加工に適した果実の選定と商品開発
→加工用果実のニーズをリサーチし、近隣地域の

生産者からアドバイスを受けて適性品種の植栽
を行うとともに、苗木の輸入に着手した。また、
製造業者と連携して商品を開発した。

○加工用果実の通年供給
→通年供給を実現するため、出荷時期が異なる品

種の栽培や保存用の冷蔵庫を導入した。

○栽培方法と加工技術の向上を図るとと
もに、商品開発や販路を拡大するため、
異業種との連携を行う。

○体験型観光果樹園を開設する。
（宿泊施設、レストランなど）

有限会社サンファーム

○売上高（果実加工品）
50万円（H23）→250万円（H26）

○雇用者数
５名（H23）→７名、臨時雇用20名（H26）

桃コンポート

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

（有）サンファーム

<生産部門>
・果樹栽培

（生果用）
（加工用）

<加工部門>
・ジャム
・コンポート
・ジュース

<販売部門>
・直売所等
・インターネット
・観光農園

果樹栽培と果樹加工品の販売により耕作放棄地問題を解決したい！

地域での競合の少ない品種、
女性でも効率的に作業が可
能な樹高の品種等を選定

日本では珍しい海外品種
等を導入し、製造業者と連
携した商品開発

商品の価値を直接消費
者に伝える方法で販売

色とりどりのベリー類

耕作放棄地を果物畑へ！
加工用フルーツを用いた新商品開発

加工用 商品

レストラン、
パティスリー等

地域の
食品加工会社

市町村・
専門学校等 消費者

・果物狩り体験
・直接販売

・地域の取組で開発連携

（例）盛岡市産アロニア
の新商品開発

・加工用原料開発連携

（例）盛岡冷麺用キムチに加工
用リンゴ使用⇒砂糖不使用

・情報交換
・直接販売
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○カット野菜、中食加工向け原料の需要が拡大して
いることから供給を強化した。

○販路拡大による農業経営の安定化を図るため、中
食製造業者のニーズに対応した。

○販売先のニーズに合う数量、形状、品質及び周年
供給への対応

→県内外の契約農家等から原料を安定的に確保
するとともに、品質が保持できる施設や流通体制
を整備した。

○地域農業支援のため担い手となる人材
育成及び異業種との交流を実施していく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮城県仙台市
・代表者 ： 代表取締役 針生信夫
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売
・売上高 ： 14億5,000円（H26）
・雇用者数 ： 正社員11名（H26）
・ＵＲＬ ： http://butaifarm.co.jp/

http://butaifarm.co.jp/

多角化、大規模化、効率化により確立する

「日本農業の新しい仕組み」
株式会社舞台ファーム

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

○売上高
5億円（H23）→14億5,000万円（H26）

○高付加価値化商品（カット野菜）の販売
によって生産・流通・加工・販売の一貫
経営を実施

【取組の効果】

<生産部門>
・レタス、キャベツ、
ニンジン、タマネ
ギ 等

<加工部門>
・カット野菜
・野菜サラダ 等

（株）舞台ファーム

赤ちゃんが食べても安心・安全な農作物を食卓まで届けたい！

・コンビニ
・スーパー
・飲食店

等

業務用原材料の安定供給のため、
ネットワーク構築・産地リレー

減農薬農法等の取組の情報公開で取引先との信頼関係構築

コールドチェーンで品質保持

契約農場等
（生産者）

市場

野菜集荷

カット野菜

サラダパック

加工施設

流通業者等の
規格要望に
きめ細かく対応

販売
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○大規模経営から高付加価値型経営への転換を目
指して加工品製造とレストラン事業を開始した。

○農村における新事業を展開するため、地域にある
資源を再発見して「人、もの、環境」に付加価値を
見いだし、地域に最適な農業は何かを模索した。

○生産する「伊達の純粋赤豚」のブランド化と安定
生産

→地域の農家と「伊達の赤豚会」を組織し、出荷の
際に実需者が求める肉質規格による自主検査を
行うこととした。

○リニューアルした直売所とレストランの
集客力の向上と販売促進を図る。

○地域の活性化を目指して地域資源の

付加価値を高めるため「プロジェクトＩ
（アイ）」の活動を強化する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮城県登米市
・代表者 ： 代表取締役 伊藤秀雄
・取組内容 ： 赤豚の生産、加工、販売、農産物の生

産、直売所・レストランの運営
・売上高 ： 4億9,800万円（H26)
・雇用者数 ： 正社員18名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.izunuma.co.jp/

農業を「食業」に！
身近にある資源の価値を引き出した「農村産業」の展開

有限会社伊豆沼農産

○売上高(豚肉・加工品）
350万円（H23）→6,770万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
35名（H23）→38名（H26）

○レストラン来店者数
2万1,000人（H23）→2万7,000人（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

有限会社伊豆沼農産

地域を巻き込み、物語性のある商品とサービスを提供して付加価値を高めたい！

実需者の求める肉質を基
に自主検査を実施

地元で発見された乳酸菌を活用
し、発酵食品（生サラミ）を開発

伊達の赤豚や地元野菜をふんだんに
使った料理を提供し、集客力を向上

生産部門 加工部門 販売部門

〈耕種部門〉
・水稲、果樹

〈養豚部門〉
・赤豚生産

・食肉製品製造
〈レストラン部門〉
・レストランくんぺる

〈農産物直売所部門〉

伊達の赤豚会 他 大形生産組合 伊豆沼農産直売会
・農産物 等

赤豚生産委託
農作業の

一部を委託
ＪＡ

生サラミ 豚ステーキ
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○収量より味に重点をおいたトマトを生産したいと
考え、栽培は難しいが、濃厚なトマトの味が楽し
める「玉光（ぎょっこう）デリシャス」（デリシャスト
マト）の栽培を開始した。

○形が悪いため、販売できないトマトの有効活用を
図る目的で、ジュースの加工に着手した。

○消費者に支持される商品の開発
→手応えを感じた商品はプロに協力を仰ぎ、自社

の加工場にて手作りで製造を行った。

○ファームカフェにおける接客等の経験が不足
→レストランでの研修により接客などのカフェ運営

に関するオペレーションを習得した。

○カフェの利用客増加に対応した席数の確
保や新たなメニュー開発を行い、リピー
ターの確保に取り組む。

○業務用需要を掘り起こすため、営業活動
を強化する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮城県大崎市
・代表者 ： 代表取締役 今野文隆
・取組内容 ： デリシャストマトの生産、加工、直売所・

カフェレストランの運営
・雇用者数 ： 27名（パート含む）(H24)
・ＵＲＬ ： http://www.delicious-farm.com/

手作りにこだわった自慢のトマトを使った加工品製造と
作りたてのトマト料理を提供するファームカフェ

○売上高（トマト加工品、カフェ）
1,700万円（H20）→3,600万円（H24）

○トマトの使用量
5t（H20）→14t（H24）

〇雇用者数（パート含む）
14人(H20)→27人(H24)

○カフェのオープンにより、併設する直売所
の売上げが順調に増加

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

<生産部門>
・鹿島台農場
・南郷農場
・深谷農場

<加工部門>
・ケチャップ
・ジュース
・ソース 等

<販売部門>
・直売所
・カフェ
・インターネット

デリシャスファーム株式会社

デリシャスファーム（株）

こだわりのデリシャストマトを量ではなく質で勝負！

作りやすさよりも、味に重
点をおいた品種を選択

量よりも質を重視し、加工
工程の多くを手作りで製造

採れたて、作りたてをコン
セプトに、ハウス棟の一角
でカフェを運営

農業改良普及指導員 〈外部専門家〉
・レストラン経営者
・フードコーディネーター 等

指導 アドバイス

・小売店
・直売
・通販
・レストラン
・ホテル 等販売

加工用 商品

トマトジュース
露しずく（左）／丸しぼり（右）

バラエティー豊かな
ファームカフェ メニュー
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 秋田県仙北郡美郷町
・代表者 ： 代表 深沢義一
・取組内容 ： 農産物の生産・加工・販売、農家レスト

ラン・農家民宿の運営
・売上高 ： 4,100万円（H25）
・組合員数 ： 4名（H25）
・電話番号 ： 0187-83-3074

地場農産物を使用した商品へのニーズを捉え
雇用を創出する新ビジネスにチャレンジ

農事組合法人美郷サンファーム

米(マイ)サラダハウス(農家レストラン)

○水稲の生産、もちへの加工・販売等を行う中で、
消費者ニーズをキャッチし、地場農産物による加
工商品の開発にチャレンジした。

○「地域に人が集まる場所が必要」との思いから農
家レストラン等の施設を整備した。

【取り組むに至った経緯】

○農家レストランの開設のための資金の確保
→県の補助事業等を活用した。

○農家レストランの開設、運営に必要なノウハウの
習得と米粉や地場産野菜等を使ったレストランメ
ニューの開発

→料理人を確保したほか、農家レストランの開設、
運営に必要な各種資格を取得するとともに、料理
教室等で技術を習得した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○農家民宿部門の経営を向上させる。

○地域の新鮮野菜、加工品等を提供する直
売コーナーを充実させる。

【今後の展望】

（農）美郷サンファーム

<生産部門>
・米
・もち米
・野菜
・メロン 等

<販売部門>
（農産物・加工品）

・直売コーナー
（農家レストラン内）

・インターネット 等

高付加価値商品の製造・販売を通じた雇用創出、
担い手育成により地域を活性化したい！

米粉加工原料、農家レスト
ラン使用量を確保するため
栽培面積を拡大

＜加工部門＞
・もち加工

<農家レストラン部門>
（地場産農産物、米粉加工品）

・食事の提供

生産者の顔が見え、こだわり
のある商品へのニーズに対応

ランチメニュー

・ＪＡ
・スーパー
・道の駅 等

○売上高
1,200万円（H20）→4,100万円（H25）

○雇用者数（パート含む）
０名（H20）→7名（H25）

【取組の効果】

<農家民宿部門>
・農業体験
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○平成19年から自社生産したマッシュルームを原料
に用いてカレー等の加工品を製造し、前職の人脈
を活かして販売した。

○規格外品等の有効活用を図るため平成23年に加
工施設を整備し、自社による加工品の製造を開始
した。

○JAS法・景品表示法の制度や表示方法、賞味期限
の設定等の知識の取得

→外部講師を招いて講演会の開催や各種研修会等
へ積極的に参加し、専門知識を習得した。

○商品の品質管理や施設の衛生管理
→新たに、商品の品質管理や施設の衛生管理を行

う専門部署を設置して管理体制を強化した。

○機能性に着目した健康食品の開発、商標
登録と製法特許を取得する。

○利用者に利便性のある商品を開発する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県最上郡舟形町
・代表者 ： 代表取締役 長澤 光芳
・取組内容 ： マッシュルームの生産、加工、販売
・売上高 ： 7億9,000万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員38名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.f-mush.com/

見た目で驚き、味にも驚くジャンボマッシュルーム

有限会社舟形マッシュルーム

○売上高
2億5,000万円（H22）→7億9,000万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
8名（H13）→80名（H26）

○マッシュルームの栽培規模
12棟（H13）→41棟（H26）

○生鮮販売に加工販売が加わり、売上げが
安定。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

マッシュルームの
栽培棟

マッシュルームの加工品

販売

（有）舟形マッシュルーム

<生産部門>

◇青果用
◇加工用

<自社加工>
・マッシュルームスライス水煮
・マッシュルーム佃煮
・デュクセルソース 等

<販売部門>

・一般卸売
・インターネット
・業務用卸売

・スーパー
・百貨店
・土産品店
・中食、外食店
・レストラン 等

<委託加工>
・マッシュルームカレー
・マッシュルームハンバーグ等

味は濃厚で栄養たっぷりなこの食材の魅力をもっと伝えたい！

国内生産量の約８％、
ＪＧＡＰ及び生産情報
公表ＪＡＳ認証

委託加工に加えて自社加工施設の
設置により商品の開発力がアップ

卸売り会社への販売の
ほか佃煮の開発により
日本料理等異分野への
販売に成功
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○明治元年に創業したこんにゃく製造業者が、原料
を安定的に確保するため、平成22年に農業参入
して遊休農地2㏊でこんにゃく芋の栽培を開始し
た。

○こんにゃく芋の種芋の確保とこんにゃく芋栽培に
関する知識・技術

→他県の生産農家から種芋の供給を受け、安定生
産に向けた栽培技術の指導を仰いだ。

○受注の増加に伴う原材料、資材、製品の保管場
所の確保

→製造工場の近隣にある空き倉庫を借りて、保管
場所を確保した。

○こんにゃく芋の生産面積を30㏊に拡大
し、原材料の自給率を向上させる。

○消費者ニーズを的確に捉え、健康食品
としてのこんにゃく製品の開発・製造を
行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福島県会津若松市
・代表者 ： 取締役 佐藤 修
・取組内容 ： こんにゃく芋の生産、加工、販売
・売上高 ： 6億9,000万円（H27）
・雇用者数 ： 正社員51名（H27）
・電話番号 ： 0242-58-3213

明治元年創業の老舗５代目が発想した
米粒状・麺状のこんにゃく加工品の企画・販売

有限会社紙屋商店

○売上高
5億6,000万円（H23）→6億9,000万円（H27）

○雇用者数（パート従業員含む）
44名（H23）→52名（H27）

○主な原材料生産面積（こんにゃく芋）
2ha（H22）→4ha（H27）

こんにゃく芋栽培のほ場

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

（有）紙屋商店

<生産部門>

・加工用

<加工部門>
・こんにゃく
・くずきり
・ところてん 等

<販売部門>
・小売用
・卸売用
・通信販売

自社生産の原料で製造するヘルシーでおいしいこんにゃくを提供したい！

原料の安定確保のため自
らこんにゃく芋を生産

粒状こんにゃくなど他
社にはない商品開発

テレビショップ企画会社
と連携して販路拡大

粒状のこんにゃく加工品

・スーパー
・飲食店
・弁当店 等

加工用 商品

こんにゃく芋
生産農家

種
芋
供
給
・栽

培
技
術
支
援

ＣＳ放送テレビショップ
チャンネル企画会社

商
品
開
発

支
援

販
売
業
務

連
携
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○減農薬・無化学肥料で栽培するコシヒカリのブラ
ンド回復及び経営の改善のため、米や米粉を原
料とした商品開発に取り組んだ。

○地域資源である喜多方ラーメンとコラボレーショ
ンできる米粉商品を開発した。

○米粉餃子の商品開発・製造技術
→専門家から製造技術の指導・助言を頂き、開発・

製造に関する技術を習得した。

○新たな販路開拓
→各種展示会、商談会への出展など営業活動を積

極的に取り組んだ。

○受注増に伴う生産体制構築
→製造部門の雇用を確保していく。

○新商品（米粉ラーメン、中華まん）の開
発・製造を進めていく。

○喜多方もっちり餃子（自社製）と喜多方
ラーメン（他社製）とのタイアップによる
商品を開発する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：福島県喜多方市
・代表者 ：瓜生 和徳
・取組内容 ：農産物の生産、加工、販売
・売上高 ：800万円（H25）
・ＵＲＬ ：ｈｔｔｐ：//www.n-bandai.com/

新たな地域特産品開発で
「会津産コシヒカリ」や「喜多方ラーメン」とコラボレーション

瓜生 和徳

○売上高
700万円（H23）→800万円（H25）

○コシヒカリ栽培面積
3.8ha（H23）→5ha（H25）

○○○

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

減農薬栽培による
除草風景

米粉餃子加工品

【取組の効果】

会津産コシヒカリのブランドを回復し、会津へ一人でも多くの観光客に来て欲しい！

<生産部門>
・出荷用
・加工用

<加工部門>
・餃子
・もち

等

・道の駅
・ラーメン店
・ホテル
・学校給食センター
・高速道路サービス

エリア売店 等

ホテル、製麺会社、
ラーメン店

商品

減農薬・無化学肥料コシヒカリ
で震災以降の風評被害による
農産物の販売不振を克服

米粉の特徴を活かした食感を
追求

<販売部門>
・小売用
・卸売用
・通信販売

喜多方ラーメンとセットで観光
客等へアピール

商
品
開
発
・製

造
技
術
支
援

加工用

瓜生 和徳

販
売
業
務

連
携
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○これまで農業体験､そば打ち体験など楽しみを創
造してきたが、イベント参加者からの飲食施設を
望む声に応えレストラン事業を計画した。

○既存顧客を含む女性客をターゲットに「食べる楽
しみ」、「見る楽しみ」を提案している。

○そばの打ち手の確保
→地元そば打ちの会に協力要請し、打ち手を複数

人登録することで、味のバリエーションを広げた。
○そばを中心としたメニューの決定
→野菜ソムリエである主婦の提案により、季節感を

重視した素材そのものを生かしたシンプルなメ
ニューを開発した。

○未経験であるレストランの運営
→日々の実務により経験を積んだ。

○そばレストランを中心とした市民農園を
整備

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 茨城県古河市
・代表者 ： 代表取締役 森 雅美
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売、レストラン

運営
・雇用者数 ： 32名（パート含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://www.morifarm.co.jp/

「来る人には楽しみを！帰る人には喜びを！」
里山の景観が自慢のレストランでゆとりの空間を提供

有限会社森ファームサービス

○雇用者数（パート含む）
18名（H23）→32名（H27）
※そばの打ち手は地元そば打ちの会

○月間来客数（イベント等含む）
約1,300人（H25）→約1,400人（H27）

自然林、畑、
田んぼの広が
る風景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

（有）森ファームサービス

<生産部門>
・そば
・野菜

<加工部門>
・ジュース
・ケーキ

等

<販売部門>
・レストラン
・インターネット

等

「来る人には楽しみを 帰る人には喜びを」
価格が高くても納得してもらえるものを提供したい！

需要があり、競合の
少ない春そばの生産

消費者を飽きさせないた
めDMやメール配信で情
報発信

レストラン店内
時を忘れる空間

加工用

生鮮用

加工用

食材にこだわり、トレーサ
ビリティーやストーリー性
により差別化

消費者

直接販売

季節感を重視したメニュー
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○会席の席で「刺身のつま」という農業と漁業の
ニッチな必需品に目がとまり、事業化のため、平
成４年に会社を設立した。

○つまの食べ残しが多いことから、おいしく食べて
もらえるためのドレッシングを開発した。

○原料品質の維持
→品質の安定を図るため、化学肥料から有機質肥

料に変更するとともに、種苗会社との連携、様々
な品種の試験栽培により「大根のつま」に最適
な栽培技術を確立した。

○安定した生産量
→大根栽培の専門農家とネットワークを構築し、産

地リレー出荷よる原料の安定確保を実現した。

○ドレッシングの味の見直しなど商品の魅
力度を向上させたい。

○商談会等に出展するなど、販路のさらな
る拡大を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 茨城県笠間市
・代表者 ： 代表取締役 永田 良夫
・取組内容 ： 大根の生産・加工、大根を原料とするド

レッシングの商品開発
・売上高 ： ６億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 50名（パート含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://nagatafoods.com/

大根産地リレーによる高品質な「大根つま」の周年安定供給

有限会社ナガタフーズ

○売上高
１億2,000万円（H５）→

６億5,000万円（H26）
○雇用者数（パート含む）

５名（H５）→50名（H26）
○自社原材料生産面積（大根）

８ha（H22）→20ha（H26）

加工風景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

(有)ナガタフーズ

<生産部門>
・自社農場

<加工部門>
・大根つま
・大根おろし

刺身の脇役である「つま」も美味しく食べてほしい！

自社ほ場の他、他県の農家
と契約して原料を通年確保

消費者ニーズに合わせた大根
おろしを利用した商品の多様化

商品

契約農家

食品メーカー

原料
（大根おろし）

共
同
開
発

製品
（ドレッシング）

・大根つま
（鮮魚部卸売市場）

・ドレッシング（百貨店、
道の駅、直売所等）

・大根おろし
（食品メーカー）
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○栃木県で開発された梨「にっこり」の知名度向上
とブランド化に貢献したいとの想いから、加工品
の開発を着想した。

○梨加工品の製造と直売を行うための施設を整備
した。

○梨の香りと風味が伝わる果汁入りサイダーの商
品開発

→りんご果汁30％入りサイダーを製造している福
井県の業者へ製造を委託した。

○商品の販路拡大
→県内の酒類卸売業者の協力を得て、販路開拓

に取り組んだ。

○にっこり梨を使用した発泡酒の開発を
行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 栃木県芳賀郡芳賀町
・代表者 ： 金田 正
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売所運営
・売上高 ： 2,330万円（H26）
・雇用者数 ： 10名（H26）（パート含む）
・ＵＲＬ ： http://kanedafarm.jimdo.com/

みんな満足にっこり笑顔！
「完熟にっこり梨」を使った地サイダー・あめの製造・販売

金田果樹園

○売上高
2,000万円（H15）→2,330万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
３名（H24）→10名（H26）

○来園者数 2,000人（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

にっこり梨サイダー

梨狩り園の様子

（北陸ローヤルボトリング協業組合）
金田果樹園が製造したストレート果汁にサイダーの炭酸を充填

梨ストレート果汁を供給し、サイダーの
製造委託

梨ストレート果汁を用いたサイダー
を製造し、納品

・観光地
・道の駅
・直売所

<生産部門>

・梨の生産

<加工部門>

・梨ストレート果汁製造
・商品開発

「にっこり梨」の知名度向上とブランド化に貢献したい！

減農薬・有機栽培、
樹上完熟栽培の実施

新品種を利用した商品の開発

<販売部門>
・ボトル及びデザイン

ラベル開発

旅館等への販売促進、ネット店
舗への取組

金田果樹園
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○自家産牛乳を使用したチーズ製造を夢見て、国
内外のチーズ工房で製造技術を習得した。

○平成24年４月からチーズの製造、販売を開始し、
同年７月より牧場内に本格的なチーズ工房を整
備した。

○訴求力のある商品開発（パッケージ、名称等）
→那須ナチュラルチーズ研究会での情報交換や専

門家への相談を行った。

○販路の開拓・確保
→各種イベントへの参加や商談会等への出展を通

じて販路を拡大した。

○那須でしか味わえないオリジナルチー
ズの開発、製造を行う。

○フレッシュタイプのチーズの普及を行い、
販路開拓に取り組む。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 栃木県那須郡那須町
・代表者 ： 代表取締役 今 耕一
・取組内容 ： 牧場内にチーズ工房を整備し、牛乳と

山羊乳を用いたチーズの製造・販売
・売上高 ： 1,540万円（H26）（加工販売部門）
・雇用者数 ： ３名（H26）（加工販売部門）
・ＵＲＬ ： http://ima-farm.com/

子供の頃からの夢を実現させた
自家産牛乳及び山羊乳を利用したチーズ工房

有限会社那須高原今牧場

○加工販売部門の売上高
800万円（H25） → 1,540万円（H26）

○加工販売部門の雇用者数
正社員３名を雇用（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

チーズ各種

チーズ工房

商品＜生産部門＞
・酪農
（牛・山羊）

＜加工部門＞
・チーズ

＜販売部門＞
・直売
・インターネット

チーズ工房

・道の駅
・小売店
・レストラン
・ホテル 等

販売

那須ナチュラル
チーズ研究会

生乳

商品開発・製造・
販路拡大等情報交換

家族に支えられ叶えた夢の自家製チーズを多くの人に味わってもらいたい！

希少なチーズ製造のため
山羊を導入

鮮度へのこだわりから、搾
乳室とチーズ工房はパイ
プラインで接続

工房に併設した直売所で
の顔の見える販売

年間500万人もの観光客

が訪れる、ﾛｲﾔﾙﾘｿﾞｰﾄ那
須の観光施設等で販売

有限会社那須高原今牧場
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○平成９年の法人化とともに、柔らかく甘みのある
サシが入った肉質で評価が高いデュロック種の
生産を本格的に開始した。

○自家産豚肉の加工、調理事業を行うため、焼肉
店に７年間勤務し、経験やノウハウを習得した。

○生産する豚の肉質の改良
→アイオワ州にある農場と業務提携し、種豚の改

良を行い、超音波画像診断装置を用いてロース
断面等を測定し、特徴をデータ化した。

○ハム・ソーセージの加工技術
→マイスター資格者からハム・ソーセージの製造技

術を習得した。

○県内の農産物を使用した新たな加工品
の開発を行う。

○総菜等の加工品アイテムの拡大と、自
社の豚肉を提供するバーベキュー施設
の整備を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 栃木県那須郡那珂川町
・代表者 ： 代表取締役 星 正美
・取組内容 ： 豚肉の生産、加工、直売所・レストラン

運営
・売上高 ： 3,800万円（H26）（レストラン・加工部門）
・雇用者数 ： 14名（H26）（パート含む） （レストラン・加

工部門）
・ＵＲＬ ： http://bato-ham.com/index.shtml

種豚農家の若き３代目の挑戦！
手づくりハム工房と田舎レストラン事業

有限会社星種豚場

○レストラン・加工部門の売上高
1,900万円（H24）→3,800万円（H26）

○レストラン・加工部門の雇用者数
12名（H24）→14名（H26）（パート含む）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

ハム・
ソーセージ各種

レストラン巴夢（はむ）

＜生産部門＞

・種豚、養豚
（デュロック種）

＜加工部門＞

・ハム

・ソーセージ 等

・料理提供

・道の駅
・レストラン
・小売店
・百貨店 等

アイオワ州農場

加工用

種豚改良業務提携

＜販売部門＞
・直売（加工品、精肉）
・インターネット

商品

商品

販売

ばとう手づくり
ハム工房

レストラン
巴夢（はむ）

自慢のデュロック種の評価を消費者に直接確かめたい！

ロース断面等の測定値を
データ化し、飼料の配合
内容を工夫

マイスター資格者から
製造技術を習得

飲食業での経験を生かした
店舗運営

有限会社星種豚場
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子供に安心できるハンバーグを食べさせたい！
妻の一言から決意した自慢の自家肥育牛の直接販売事業

国分牧場

○売上高
9,000万円（H22）→１億1,900万円（H26）

○雇用者数
２名（H26）

○顧客数
約300人（H24）→約1,600人（H26）

【取組の効果】

大野牧場、
福島食品 等

食品加工開発支援

＜生産部門＞

・肥育牛

<加工部門>
・精肉
・ウインナー
・ジャーキー 等

<販売部門>
・直売
・卸売

・通信販売

当牧場の堆肥と稲わらによ
る耕畜連携と一頭あたりの
飼育スペースを十分に確保
したストレスを与えにくい環
境下での肥育

食品加工会社等との連
携による加工品の開発

野菜の収穫や牛舎見学等の
農業体験を通じ、食に関心
の高い方や親子連れの参加
者と交流

・ＪＡ
・飲食店
・消費者 等

顔の見える直売で、安心・安全な自慢の自家肥育牛を販売したい！

国分牧場直売所

○自分の牧場で安心・安全な牛を育てているに
もかかわらず、近隣のスーパー等では海外産
の生産履歴もない牛肉しか入手できないとい
うジレンマを感じていた。

○子供に対する主婦の想いに応えるため、顔の
見える安心・安全な自家肥育牛の直接販売を
着想した。

【取り組むに至った経緯】

○部位による販売のばらつきが多く、在庫の
回転率が長期化

→ 部位ごとの販売量の偏りを解決するため、
牛肉を利用した新商品の開発を行った。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○部位別にみると販売が好調な部位と不
調な部位があるため、不調な部位を用
いた加工品の開発及び販路拡大に取
り組む。

○農業体験の取組を食育体験の取組へ
と深化させていく。

【今後の展望】

店舗

ウインナー

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 埼玉県東松山市
・代表者 ： 國分唯史
・取組内容 ： 自家肥育牛の加工品製造、販売
・売上高 ： １億1,900円（H26）
・雇用者数 ： ２名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www2.gol.com/users/kokubu625-m/
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 埼玉県春日部市
・代表者 ： 野口文夫
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売
・売上高 ： 59万円（新商品）（H26）
・雇用者数 ： ５名（H26）
・ＵＲＬ ： http://noguchi.shisyou.com//

充実の体験メニュー！
ブルーベリー農園のジャム作りとファン作り

野口農園

○売上高（新商品）
25万円（H23）→59万円（H26）

○雇用者数
４名（H23）→５名（H26）

○来園者数
200人（H23）→450人（H26）

【取組の効果】

＜生産部門＞
・ブルーベリー
・イチゴ
・合鴨栽培米
・大豆（枝豆）等

<加工部門>
・ジャム
・大豆コロッケ
・米麹 等

<販売部門>
・摘み取り農園
・直売
・通信販売 等

果樹のほか、合鴨栽
培の米、春日部在来
種の大豆を生産

素材の味をいかした
甘さ控えめのジャム
製造

オーナー制度やジャ
ムづくり体験、その場
での枝豆茹でなど体
験メニューを充実

摘み取りや手づくり等の体験メニューを強化して何度も訪れたい農園をつくりたい！

野口農園

・飲食店
・イベント販売
・消費者 等

○他商品との競合
→販売時にはチラシを作成し、他の商品と差別化

した。
○集客力の向上、固定客の確保
→「体験」サービスを充実させ、リピートして訪れた

い農園作りを行った。
（摘み取ったフルーツをその場で調理できるように
する等）

→オーナー制度を導入し、年間契約で農産物の摘
み取り・購入できるサービスを開始した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○摘み取り体験のリピーターが多く、「体験」に対
するニーズが高いことに着目した。

○摘み取り販売に適さないブルーベリーを有効活
用したいと考えた。

【取り組むに至った経緯】

○販路のさらなる拡大と併せ、アイスク
リーム、クレープ、蒸しパン、野菜ケー
キなど加工品のラインナップを増やして
いく。

○機能性に注目した健康食品を開発する。
○法人化も視野に入れ事業を拡大し、雇

用の場を増やすことで近隣地域の活性
化を目指す。

【今後の展望】

ブルーベリージャム
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○平成13年に広島県で霜降りのブランド豚と出会
い、その美味しさに感動したことから、種豚を譲
り受け、柏幻霜ポークの生産を開始した。

○既存の販売では収益が向上しないため、豚肉の
ブランド化や自社での加工・販売による高付加
価値化を決意した。

○精肉価格の安定
→自らが設定した販売価格に納得してくれる価値

を理解する顧客に限定して販売を行った。
○加工品の品質向上
→取引先であるフレンチレストランのシェフから指

導を受け、本格的な生ハムやソーセージ等の開
発を行った。

○販売先の確保
→地元自治体や金融機関の支援を受け、商談会

への出展や百貨店への売り込みを行った。

○生ハムづくりの体験教室などを開催し
てPR強化に取り組む。

○養豚の堆肥を利用して飼料用米を生産
し、飼料代を抑えるなどにより生産コス
ト節減を図るとともに、肉質の更なる向
上に取り組む。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 千葉県柏市
・代表者 ： 代表取締役 寺田 治雄
・取組内容 ： 自ら生産するブランド豚の加工品製造、

販売
・売上高 ： 4,789万円（H26）
・雇用者数 ： ８名（H26）（パート含む）
・ＵＲＬ ： http://www.sozaemon.net/

自分が食べて感動したブランド豚「幻霜ポーク」の魅力を

関東で発信
株式会社惣左衛門

○精肉及び加工品の売上高
4,789万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
８名（H26）

柏幻霜ポーク（ロース）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

生ハム

おいしい霜降り豚を関東でも広めたい！

シェフの指導の下、本
格的な加工品開発

（株）惣左衛門

<生産部門>
・精肉用
・加工用

<加工部門>
・生ハム
・サルシッチャ等

<販売部門>
・直売
・インターネット

広島県からブランド豚の種豚を
導入し、柏幻霜ポークの生産
（東日本で唯一）

商品の良さを理解してく
れる顧客に販売を限定

加工用

精肉用

・高島屋

（日本橋店・
柏店）
・ミートショップ
アサノ
・レストラン

等

販売

サルシッチャ
（生ソーセージ）



○駅から徒歩５分の牧場で４種、約100頭の乳牛を
飼育している。

○小、中学生向けに酪農体験学習を実施（酪農教
育ファーム認定牧場）。また、牧場イベントとして、
ハム作り、乳搾り体験の実施など地域との交流
を考えた経営をしている。

○低温殺菌生乳、飲むヨーグルトを主に製造販売
しているが、消費者からの要望を受け、飲むヨー
グルトの少量化とチーズの新製品の開発に取
り組む。

○チーズの製造技術の習得
→６次産業化プランナーからチーズ製造技術の指

導を受けた。
○直売体制による販売強化
→セレオ八王子にイートインスペースを開設した。

○直営店で店舗経営のノウハウを得ると
ともに、 HPを活用した宣伝等のマネジ
メントを行う。

○アニマルウェルフェア（家畜福祉）を目
指す牧場経営を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 東京都八王子市
・代表者 ： 磯沼 正徳
・取組内容 ： 牛乳及び乳製品の加工、販売
・雇用者数 ： 14名（パート含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://isonuma-farm.com/

駅から５分、住宅地の中にある都市型酪農ファーム

磯沼ミルクファーム

○売上高
11％向上（H22 → H26）

○雇用者数
７名（H22）→14名（Ｈ26）
うち、常勤５名（Ｈ22）→６名（Ｈ26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

磯沼ミルクファーム

<生産部門>
・飲用乳
・飲用乳加工仕向

<加工部門>
・ヨーグルト
・チーズ 等

<販売部門>
・イートイン型直営店
・（セレオ八王子）
・インターネット 等

牧場を地域に役立つ、おもしろい、美味しい、楽しい空間にしたい！

都市型ファームとして周
辺住民への配慮から臭
い対策を講じた牧場

一頭のジャージー牛の
ミルクだけで製造し、そ
の牛の名前を冠にした
商品開発

要望の多かった商品
の少量化と消費が伸
びているチーズ市場
への参入

酪農教育ファーム
インターネットによる情報共有

消費者の動物福祉、癒し、教育の場
に牧場を活用

加工仕向

商品

・道の駅
・農産物直売所
・百貨店（コラボ

商品開発）
・観光関連業者

等

牧場の様子

牧場内加工施設

フォルマッジョ・フルッタ
（チーズと果物（イタリア語））
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○自社ブランド牛乳は委託で加工、販売を行うた
め、高コストが課題であり、販売価格に転嫁でき
ない悩みがあった。

○このため、ジェラートの開発により高付加価値化
を図るとともに、自ら加工・販売を行うことを着想
した。

○横浜の地域ブランド化を目指すため、地元農産
物を活用した商品開発と原料の調達

→地元のＪＡや果樹農家等と連携体制を構築する
ことで原料を安定的に調達するとともに、地元レ
ストランのパティシエに協力を仰ぎ、地産商品の
開発を行った。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 神奈川県横浜市
・代表者 ： 代表取締役 相澤 広司
・取組内容 ： 自社ブランド牛乳の加工、販売
・売上高 ： 5,500万円（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.augustamilkfarm.jp/

product.html                     

横浜育ちの牛乳「ハマッ子牛乳」の地域ブランド化
～地元の農産物を活用したジェラートの開発～

有限会社相澤良牧場

○売上高
3,200万円（H24）→5,500万円（H26）

○ブラウンスイス種の乳牛導入
１頭（H24）→３頭（H26）

店舗全景

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○地元農産物を活用し新たな商品の開発
を行う。

○各種イベントへ積極的に参加して移動
販売による販売促進を図る。

【今後の展望】

【取組の効果】

店舗内部

＜生産部門＞
・加工用
・牛乳用

＜加工部門＞
・ジェラート
・牛乳（ノンホ
モジナイズ）

＜販売部門＞
・直売所・移動販売

原料供給企画協力 製造協力

商品 販売

＜品質管理部門＞
・品質管理

＜企画部門＞
・商品開発

生乳出荷

ミクニヨコハマ

（株）横浜ビール カルピジャーニ・ジャパン（株）
（株）森永

ＪＡ直売所
飲食店

等

地元生産者

地元ＪＡ

加工用・牛乳用

（有）相澤良牧場

横浜生まれの牛乳や農産物を活用して乳製品の地域ブランド化を図りたい！

乳脂肪分の高いブラ
ウンスイス種を導入

地元の農産物を活用し、地元のパティ
シェの協力による商品開発

食育イベント等での販売と
マーケティング

商品
ジェラート
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○牧丘ブランドの巨峰を中心とした果物栽培や、道
の駅での農産物直売所、フルーツ公園内の直営
店（オーチャードカフェ）の運営を実施する中、イー
トインにより、顧客の購買意欲を高めることで、販
売の拡大を着想した。

○個人経営による農業経営に限界を感じ、法人化に
よる事業拡大に取り組んだ。

○ぶどう等の規格外品の有効利用
→加工施設を整備してピューレ等の加工品を製造し

た。
○直営カフェにおけるメニューの開発
→自家生産のピューレ等を使用した「ソフトクリーム」

「スイーツ」「ジェラート」を開発し、販売を行った。
○加工品の販路拡大
→展示会・商談会に積極的に参加した。

○イートインカフェのメニューの充実を図
る。

○スイーツ、料理の原料としてピューレを
ホテル、レストラン等向けに販売を拡
大する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県山梨市
・代表者 ： 代表取締役 原 義盛
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売のほか直営

カフェを運営
・売上高 ： 4,120万円（H26）
・雇用者数 ： ９名（H26）（パート含む）
・ＵＲＬ ： http://hara-fruits.com/free/about

自社農産物を有効活用！
直販・直営カフェ・加工品開発による事業拡大

株式会社くだもの厨房フクヨシ

○売上高
480万円（H22）→4,120万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
１名（H22）→９名（H26）

○果樹生産面積
60a（H22）→90a（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

イートインカフェ

（株）くだもの厨房フクヨシ

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・ピューレ
・ソフトクリーム
・ドライフルーツ等

<販売部門>

・イートインカフェ

加工用

商品開発・
マーケティング

・道の駅
・レストラン

等

販売

商品

マーケティング会社

素材への評価が高い牧丘ブランド巨峰の価値をさらに高めたい！

耕作放棄地を活用した
生産の拡大

展示会・商談会への
積極的参加

ピューレ等への加工で、
規格外品を有効活用
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○遊休農地を解消するため、就農希望者
等を受け入れて、次世代の担い手を育
成する。

○集客の拡大を目指してマルサマルシェで
イベントを開催していく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県笛吹市
・代表者 ： 代表取締役 古屋 貞一
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売所・カフェ

運営
・売上高 ： ３億8,000万円（H26）
・雇用者数 ： 22名（H26）（パート含む）
・ＵＲＬ ： http://www.marusa-f.co.jp/

遊休農地を解消して特産の果実で地域を元気にしたい！
特産品果実の通年販売を目指した農産物加工への挑戦

有限会社マルサフルーツ古屋農園

○売上高
２億1,000万円（H21）→３億8,000万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
９名（H21）→22名（H26）

○マルサマルシェ年間来店者数

約5,000人（H26）

【今後の展望】

【取組の効果】○桃農家の高齢化により「日本一の桃の里」と呼ば
れる一宮地域の桃の畑が減少している状況に
ショックを受け、遊休農地を借りて化学肥料不使
用、低農薬の果樹生産を開始した。

○所得・雇用の安定等を目的に通年販売できる加
工事業に着目し、平成23年から干し柿の製造に
着手した。

○干し柿の生産性や品質の向上
→補助事業を活用して加工機器を整備した。

○内容量やパッケージの検討
→山梨産をアピールする包装デザインを考案した。

○販売先の確保
→カフェを併設した直売所（マルサマルシェ）を整備

して集客の拡大を図るとともに、青果の取引先
である全国のスーパーで販売した。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

あんぽ柿

マルサマルシェ
（カフェ併設直売所）

（有）マルサフルーツ古屋農園

<生産部門>

・生食用
・加工用

<販売部門>

・直売所
・インターネット加工用

・デパート
・スーパー

等

販売

商品

柿生産者
原料供給

遊休農地を解消して特産の果実で地域を元気にしたい！

一枝一実農法と化学肥料
不使用、低農薬農法

生産と品質の向上を図るため、補助
事業を活用して加工機器を整備

観光客向けにカフェを併設
した直売所を整備

<加工部門>
・干し柿
・ジュース
・ジャム 等

贈答用商品の充実
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○平成10年に遊休農地解消のため農業生産法人
を設立してワイン用ぶどうの栽培を開始した。

○現状の栽培面積では収益の拡大に限界を感じ、
圃場をステージにした新たな取組として農業体
験者を受け入れる都市交流型農業の事業を開
始した。

○農業体験希望者の確保
→上場企業と協定を結び、社員が農業体験を行う

「企業農園づくり」の取組を開始した。

○加工品の販売先の確保
→農業体験参加者への販売。

○企業と連携した交流イベントの充実を
図る。

○ワイン醸造の経験を生かして個性の
あるワインを製造・販売していく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山梨県甲州市
・代表者 ： 代表取締役 中村 雅量
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売のほか、ラン

チレストラン運営
・売上高 ： 5,000万円（H26）
・雇用者数 ： ４名（H26）（パートを含む）
・ＵＲＬ ： http://www.okunota.com/

ワイン用ぶどうの付加価値向上と
企業と連携した都市交流型農業のコラボレーション

奥野田葡萄酒醸造株式会社

○売上高
2,500万円（H23）→5,000万円（H26）

○雇用者数（パートを含む）
２名（H21）→４名（H26）

○都市交流型農業体験者
約2,000人（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

ジャム等開発商品

奥野田葡萄酒醸造（株）

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・ ワイン
・ジャム
・ピューレ 等

<販売部門>
・直売所
・ランチ提供施設
・インターネット加工用

企業農園・農業体験

・ 企業農園づくり
・農業体験受け入れ

・酒販店
等

販売

商品

農業体験時
ランチ提供

ワイン用品種のぶどうを使用した世界に通用する国産ワインづくりで
遊休農地を解消し、農業を志す若者の受け皿になりたい！

農業生産法人を設立し、ワイン
用品種のぶどう栽培

環境問題に取り組む大手企業と協働

会員制度により、ワインづくりの
ストーリーを消費者と共有

ワイン醸造会社、海外研修、
醸造試験場の経験で技術習得

ランチレストラン

ランチ
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野県長野市
・代表者 ： 代表取締役 松田 淳
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売
・売上高 ： 3,900万円（H26）
・雇用者数 ： ９名（非常勤を含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://http://www.morinohatake.co.jp/

気軽に農業体験が楽しめる憩いの場を提供したい！
地域資源であるブルーベリー「森のサファイア」をブランド化

株式会社未来農業計画

○売上高
500万円（H22）→ 3,900万円（H26）

○雇用者数（栽培・加工）
２名（H22） →７名（H26）

○須坂市観光課、観光協会のPR活動に
寄与

【取組の効果】
○自身の目指す「100年続く農業」を実現するた

め、平成19年に就農した。
○長野県が生産量日本一であるブルーベリーを

管理しやすいポット栽培法で生産している。
○地面をシート張りにしてハイヒールでも楽しめ

る観光農園を整備した。

【取り組むに至った経緯】

○一定の収入を得るまでに期間を要するという
果樹栽培特有の課題への対応
（就農時における資金調達）

→認定農業者となり、制度資金等を活用した。
○栽培技術と加工品製造の知識
→農業技術、資材調達等について様々な資料

を調べ、必要な技術等を独自に取得した。
○販路の確保と知名度アップの手段
→モンドセレクションの受賞により知名度が向上

し、商品の競争力が高まった。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○ポット栽培のブルーベリーの伸長に対
応し、耕作放棄地や山林を活用して栽
培地を拡大する。

○地元の観光資源と連携して地域活性化
を図る。

○高品質商品の輸出展開を目指す。

【今後の展望】

（株）未来農業計画

気軽に農業体験が楽しめる憩いの場を提供したい！

<生産部門>
・生食用
・加工用
・観光農園用

<加工部門>
・コンフィチュール
・ジュース
・パン、ケーキ 等

高品質追求により大手青
果物販売企業と指定農場
契約

<販売部門>

・直売所
・インターネット

・百貨店
・カタログ販売
・通販 等

販売

商品

砂糖使用量を大幅に削減し、
素材を活かした高級ラインの
商品づくり

加工用

・管理が容易なポット栽培

・ハイヒールでも収穫体験
ができる観光農園

加工業者

一部商品
委託製造連携

コンフィチュール
３種
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野県須坂市
・代表者 ： 代表取締役 楠 茂幸
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売
・売上高 ： 3,100万円（H26）
・雇用者数 ： 13名（非常勤を含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://http://www.kusunokiwinery.com/

故郷はワイン用葡萄の栽培好適地
ゼロからのワイン造りが地域を動かす

楠わいなりー株式会社

○売上高
800万円（H21）→3,100万円（H26）

○雇用者数
０名（H21）→13名（H26）
（醸造・栽培、総務、直売所）

○北信州で４つ目のワイナリーとして須坂
市の観光PRに寄与

【取組の効果】
○ワイナリーの開設を目指して脱サラし、豪州

アデレードの大学院で葡萄栽培とワイン醸造
を学ぶ。

○ワイン用葡萄の栽培好適地である須坂市の
就農者支援制度を活用して営農を開始した。

【取り組むに至った経緯】

○資金調達と人気葡萄品種の栽培面積の拡大
→出資者を募集するとともに、スーパーＬ資金や

須坂市の補助事業を活用した。
○売上向上のためのワインの高品質化等
→ワインの高品質化と多様な商品製造のため、

製造設備を導入した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○地元観光資源との連携で地域活性化
を図る。

○さらなる高品質化と多様な商品の生産
に取り組む。

【今後の展望】

楠わいなりー（株）

栽培好適地である須坂市で、ワイン用葡萄の栽培、
醸造、直売、観光客誘致まで連携する体制を

確立して地域を活性化したい！

<生産部門>
・加工用葡萄
・生食用葡萄

<加工部門>
・ワイン
・シードル
・スパークリ

ングワイン
等

<販売部門>
・直売所
・インターネット

豪州の大学院で葡萄栽培と
ワイン醸造について学ぶ

ワイナリーにショップを
併設し、観光客を誘致

商品

加工用

原料供給連携

連携農家

（ぶどう・り
んご等）

個人・事業者

受託醸造連携

・酒販店
・酒卸
・レストラン

等

販売

ワイナリー全景 ショップの様子

楠 代表
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野県白馬村
・代表者 ： 代表取締役 津滝俊幸
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売、レストラン
・雇用者数 ： 40名（H26）
・ＵＲＬ ： http://tm-hakuba.com/

観光地白馬で作られた安心安全な「おいしい」を
直接消費者に届けたい！
～体験＋飲食＋販売による高付加価値化～

有限会社ティーエム

○売上高
（H23→H26） 175％向上

○雇用者数（パート含む）
21名（H23）→40名（H26）

○経営面積
102ha（H23）→120ha（H26）

○来客数
約1万1千人（H26）

【取組の効果】

〈委託加工先〉
・ブルーベリージャム
･醤油 味噌 日本酒 等

<生産部門>
・水稲生産
・大豆そば生産
・ブルーベリー園
・野菜生産

<加工部門>
・もち
・おやき 等

<販売部門>
・直売所
・農家レストラン
・インターネット

等加工用 商品

販売 ・土産品店
・ホテル
・EC

等

ＪＧＡＰ認証、「原産地呼称制
度｣、「信州の環境にやさしい
農産物」認証取得

観光農園、加工体験を

直売所・レストランの売上
につなげる

自分たちが生産したものを直接消費者に届けたい！
体験＋飲食＋販売による高付加価値化

（有）ティーエム

○要望に対応可能な委託加工先、販路の開拓
→６次産業化サポートセンター、６次産業化プラ ン

ナーを活用して委託加工先の選定と販路の開拓

を行っている。
○人材の確保
→ハローワークを活用して人材を確保し、農の雇用

事業を利用して人材育成を実施している。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○自然と調和し環境に配慮した農作物の生産を目
的とし、平成16年に農業法人として設立した。

○かつて、「自分が生産した醸造米が、誰に買われ、
どんな酒になったのかわからない」状況であった
ことに疑問を抱き、販売を重視し、ユーザーが求
めるものを提供している。

【取り組むに至った経緯】

加工品等

直売所風景

○消費者が参加できる取組を企画する。

【今後の展望】

農家レストラン・直売所
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○きれいな牛舎で健康な牛を飼い、衛生的に
牛乳を搾っていたが、出荷先で他の牛乳と混
ざり差別化できないことから、自ら販売する
ことを決意した。

○平成15年に経理を明確化するため、加工部
門と販売部門を（有）井出種畜牧場から分社
化した。

○各種加工品に用いる生乳の確保
→加工品に適した生乳を確保するため、ジャー

ジー種やブラウンスイス種を導入した。

○限られた生乳の生産量によるブランドの構築
→消費者に最も近い直営店での販売によりブラ

ンドを構築した。

○新スタイルの酪農へ挑戦したい。

○ブランディングの強化を行う。

○食育を通して地域スポーツの振興を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県富士宮市
・代表者 ： 代表取締役 井出 俊輔
・取組内容 ： 生乳の生産、ジェラート、ヨーグルト等の加工

のほか、直売所を運営
・売上高 ： ５億5,000万円（H26）（いでぼくグループ全体）
・雇用者数 ： 50名（いでぼくグループ全体）
・ＵＲＬ ： http://www.ideboku.co.jp/index.html

「牛さんありがとう」～全ては良質な生乳生産から～
高品質な生乳を用いた自社ブランドの確立

株式会社いでぼく

○売上高（いでぼくグループ全体）
１億8,000万円（H15）→ ５億5,000万円（H26）

○雇用者数（いでぼくグループ全体）
50名

○野菜農家へ無償で堆肥を提供し、その堆
肥を使用して生産した野菜を「いでぼく認
証野菜」としてブランド化して販売。

○平成26年度６次産業化優良事例表彰
「食料産業局長賞」受賞

衛生的な牛舎

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

乳質の異なる３種の牛乳

（株）いでぼく

<加工部門>
・牛乳
・ジェラート
・ヨーグルト
・チーズ 等

<販売部門>

・直営店
・インターネット

有限会社
井出種畜牧場

野菜農家

・フランチャイズ
・スーパー
・飲食店

いでぼく認証野菜堆肥

販売

生乳

・健康な牛
・衛生的な牛舎
・整った設備環境

衛生管理にこだわった生乳を直接、消費者に販売したい！

高速道路のサービスエリ
アに設置した直営店での
直売システムの構築

搾った生乳を新鮮なうち
に75℃で低温殺菌し風味
と栄養バランスを保持
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○平成４年に、農業後継者の確保や地域活性化、
所得の向上を図るため農業法人を設立した。

○平成７年、経営が悪化したため、都市近郊という
立地を生かし、直接販売を企画した。

○平成11年に、近隣の農家とも連携し、地域の活
性化や所得向上を目的に、消費者との交流を重
視した直売所を開設した。

○直売所の品揃えの充実
→連携する農家へ直売に対する十分な説明を行う

とともに、消費者ニーズ等の情報を提供した。
○直売所の集客力の確保
→集客力向上と顧客確保のため、会員募集や定期

的なイベントを開催した。
○品質の確保
→受注後の精米、朝穫り野菜など農家が運営する

直売所として、鮮度の良さを積極的にＰＲした。

○ＩＴを活用して生産効率を高め、耕作面
積を拡大する。

○インターネット販売の更なる機能強化を
図る。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 新潟県新潟市江南区
・代表者 ： 代表取締役 立川 幸一
・取組内容 ： 農産物の生産・販売
・売上高 ： ２億円（26H）
・雇用者数 ： 15名（27H）
・ＵＲＬ ： http://www.kagayakifarm.com/

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

鮮度の高い農産物を都市部の住民にも食べてほしい！
都市近郊農業の強みを生かした直売所の運営

有限会社ＡＦカガヤキ（カガヤキ農園）

○売上高
8,700万円（Ｈ11） → ２億円（Ｈ26）

○耕作面積
田：15ｈａ（Ｈ11） → 28ｈａ（Ｈ27）
畑： ２ｈａ（Ｈ11） → 10ｈａ（Ｈ27）

○従業員数
８名（Ｈ11） → 15名（Ｈ27）

○来店者数
約６万人（Ｈ26）

鮮度の高い農産物を都市部の住民にも食べてほしい！

（有）ＡＦカガヤキ

クラウド型グループウェア
導入による農産物の成長
過程管理で品質を向上

鮮度が急速に落ちる商品
にもきめ細かな対応でとう
もろこしはギフト品としても
定着

<生産部門>

・米
・野菜

（とうもろこし、里芋、
長いも、キャベツ等）

<販売部門>

・直売所

・会員へのダイレクト
メール通販
・インターネット販売

生鮮野菜

連携する
近隣の農家

消費者ニーズ等
の情報を提供

人気商品とうもろこし

朝露の中の収穫

活気ある直売所店内

生鮮野菜等

28



○自社の美味しい牛肉を直接消費者に届け、評価を
直に聞きたいという思いと、経営の多角化の観点か
ら、平成17年に直売部門と加工部門を設け、本場ド
イツ仕込みのソーセージ等食肉加工品の製造、販
売を開始した。

○食肉加工品の製法
→先輩の食肉加工店で製造技術等を習得した。

○加工施設整備のための資金調達
→制度融資を活用した。

○郊外にある店舗の認知度向上
→ＨＰやブログでＰＲし、顧客を獲得した。

○自社牛肉に対するイメージアップ
→自給粗飼料により肉質の向上を図り、各種コンクー

ル等での成果をＰＲに活用した。

○新たに整備した加工兼直売所を拠
点に事業の拡大を図る。

○商品アイテム数を増やして加工・直
売部門の売上高を拡大させ、さらな
る収益の向上を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 富山県富山市北押川
・代表者 ： 代表取締役社長 村田 勝巳
・取組内容 ： 肉牛の生産、加工、販売
・売上高 ： １億8,450万円（H26）
・雇用者数 ： ８名（H26）
・ＵＲＬ ： http://metzgerei-ikeda.com/

○売上高
8,000万円（H16） → 1億8,450万円
（H26）

○雇用者数（パート含む）
４名(H16） → ８名（H26）

○ドイツで行われるハム、ソーセージ
の最高峰のコンテストにて金賞を
受賞

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

美味しい！その笑顔のために
本場ドイツ仕込みのハム、ソーセージ等への加工、販売

有限会社池多ファーム

【取組の効果】

（有）池多ファーム

<生産部門>
・精肉用
・加工用

<加工部門>
・乾燥熟成ビーフ
・生ハム、サラミ

等

<販売部門>
・直売所
・インターネット

精肉用
加工用

アドバイザー 関係機関・団体

商
品
開
発

技
術
支
援

・百貨店
・レストラン

等
販売

商品

本場ドイツのコンクールで金賞を獲得した自慢のハム、ソーセージを
消費者へ直接販売したい！

自社生産飼料により
良質な牛肉を生産

岩塩やスパイス、ハーブはドイツ
から輸入した本場仕込みの製法

ＨＰやブログで自社製品
や店舗をＰＲ

生ハム、サラミ

池多ファーム直売店

乾燥熟成ビーフ

ビーフリェット
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○昭和24年に稲積地区で発見された肉厚の実で、
小さな種という特徴をもつ在来種の梅を後世に
残したいという想いが高まった。

○農家の高齢化などにより、中山間部で発生する
耕作放棄地解消のため、梅を植え、梅林化して
荒廃する農地を再生するとともに、生産者の減
少で衰退していた稲積梅を復活させた。

○生産が拡大する梅を活用した多様な商品開発
→県内スーパーや首都圏アンテナショップでのマー

ケティングを実施し、食品製造業者とのコラボ商
品（飲料・菓子等）を開発した。

○開発商品の販路開拓と後継者の育成
→マスコミやイベント開催で知名度を向上させ、ギ

フト用や学校給食用等の販売チャネルを拡大す
るとともに、梅の木オーナー制度を導入するなど
安定した顧客を獲得し、後継者の育成、定着に
向けて組織体制を強化した。

○紫蘇梅や菓子、ジェラート等の新商品を
開発する。

○首都圏や中京圏への販路拡大及び東ア
ジアへの輸出を行う。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 富山県氷見市稲積
・代表者 ： 代表取締役 長澤 誠尚
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売
・売上高 ： 1,830万円（H25）
・雇用者数 ： ６名（H25）
・ＵＲＬ ： http://www.himiinazumiume.jp/

○売上高
850万円（H20）→1,830万円（H25）

○梅栽培面積
500 a（H20）→640a（H25）

○梅生産量
10 t（H20）→ 22 t（H25）

○平成23年に直売所を氷見市内にオープン

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組効果】

地域再生の切り札である在来の梅を後世に残したい！
中山間地域農業再生の切り札
～氷見稲積梅のブランド化事業～ 氷見稲積梅株式会社

氷見稲積梅(株)

<生産部門>
・生販売用
・加工用

<加工部門>
・梅干し
・紫蘇 等

<販売部門>
・直売所 等

・飲料製造会社
・酒造会社
・お菓子屋 等

・ＪＡ
・道の駅
・スーパー
・生協
・小売
・飲食店 等

販売

<委託加工>
・飲料水
・梅酒
・菓子 等

エコファーマーの認定を
受け、他産地と差別化

マーケティング調査と食
品製造業者との連携

梅の木オーナー制度に
よるリピーターの獲得

梅加工品

新商品「昇龍梅」（清涼飲料水）

新商品「梅の精」（くずきり）直売所「氷見安心食品」

地域再生の切り札である在来の梅を後世に残したい！



○昔食べた美味しいものをつくりたいとの発想で、平
成13年に有機栽培や自然農耕を開始した。

○稲作中心の経営から、平成19年に桃の生産を開始
し、規格外品の有効活用を図る目的でスイーツを
開発、イートインコーナーでの販売といった複合経
営への転換により経営の改善を行った。

○平成27年、有機栽培の米や野菜を使ったランチメ
ニューやスイーツ・ジュースの提供を行う農園カ
フェを開設した。

○加工原材料である桃の安定生産
→普及指導員との連携により栽培技術を習得した。

○桃の高付加価値化を目指した商品開発
→スイーツに加工することで付加価値が向上した。

○年間を通した商品提供
→ブルーベリー、無花果、イチゴ等の果物の生産品

目を拡大した。

○栽培する果物等を増やして年間を通し
た多種多様な商品を提供する。

○新設した農園カフェで提供するメニュー
の更なる充実を目指す。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 富山県砺波市高波
・代表者 ： 代表取締役 林 美佐雄
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、カフェでの提供
・売上高 ： 4,817万円（H26）
・雇用者数 ： 25名（H26）（パート含む）
・ＵＲＬ ： http://nokobochoja.sakura.ne.jp/

○売上高
1,430万円（H22） →4,817万円(H26）

○果物生産
桃
24本（H19） →   80本（H26）
ブルーベリー
100本（H19） → 300本（H26）
無花果
50本（H23） → 100本（H26）

○雇用者数
３名（家族経営）(H15）

→ 25名（パート含む）（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

幹線道路から一目でわかる桃色の建物
ランチや桃のスイーツ、ジュースを提供する農園カフェ

農工房長者株式会社

農工房長者（株）

有機栽培で昔食べた「自分が美味しい」と思うものをつくりたい！

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・スイーツ
・ジュース
・ランチ 等

<販売部門>
・直売所
・レストラン
・インターネット

普及指導員との連携で有
機等の栽培技術を習得

果実の一部は地元メーカー
に委託加工

幹線道路から判別しやすいよう
桃色の建物にしたカフェで集客
のほか通販や観光農園も運営

加工用 商品

農林振興センター 菓子製造業者
飲料水製造業者

・生協
・道の駅
・スーパー

等

生産技術支援 商品開発・製造技術支援

販売

フルーツのパフェ

カフェランチメニュー

カフェ
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○ 「地元の美しい農村風景を残したい。農業によ
る地域おこしや若者の働く場所を確保したい。」
という想いから、地場産業を創造するため、農業
法人を設立した。

○北陸の気候に適した六条大麦を活用し、生産の
安定と機能性成分（GABA）による差別化に着想
して、平成23年から商品開発を開始した。

○六条大麦による麦芽製造技術の確立
→県や地元の大学と連携して機能性成分であるＧ

ＡＢＡを安定的に発芽させる方法を研究した。
○競合する商品との差別化
→副原料に地元の「小麦」を活用したビール（グラ

ンアグリ）を開発し、新幹線車内やJRの駅構内
で販売するため、 (株)ジェイアール東日本商事
と事前にデザインの開発やマーケティングを開
始した。

○販売先の増加による大口の需要に対応
するため、施設の増強や追加投資を検
討する。

○日本の食品を高く評価する海外の国々
への輸出を増加させる。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 石川県能美郡川北町字壱ッ屋
・代表者 ： 代表取締役 入口 博志
・取組内容 ： 農産物の生産・加工・販売
・売上高 ： 20,000万円（H27）
・雇用者数 ： 13名（H27）
・ＵＲＬ ： http://wkwkfarm.com/

○売上高
4,800万円（H22） → 20,000万円（H27）

○醸造量
18kl（H22） → 200kl（H27）

○雇用者数
8名(H22） → 13名（H27）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

郷土の美しい風景を残すため、農業で町を活性化したい！
地域の活性化に向けて地場産業を創造～六条大麦の高機能性ビール～

有限会社わくわく手づくりファーム川北

【取組の効果】

土産物や輸出を見据え、
加賀百万石をイメージ
したデザイン

（有）わくわく手作りファーム川北

<生産部門>
・加工用

<加工部門>
・金沢百万石ビール
・グランアグリ

<販売部門>
・直売所
・レストラン等

加工用

地元大学
工業試験場

企業

・北陸新幹線内
・JR東日本管内
・金沢駅

等

販売

商品

商品開発
製造技術支援

デザイン開発

郷土の美しい風景を残すため、農業で町
を活性化したい！

休耕田を活用し、
北陸の気候に適
した六条大麦を栽
培

産学官連携による六条
大麦の発芽方法を研究
開発

年に４回特別価格
で販売する会員制
通信販売により
ファンを獲得

・東南アジア
等

輸出

麦秋

金沢百万石BEER

北陸新幹線車内及び駅構内で販売

・地元大学
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○漁業従事者の高齢化
→「見て覚える」という旧来の漁業の指導法ではな

く、技術や理論をマニュアル化することで、若者
にも働きやすく魅力ある職場を整備した。

→管理職への昇格には立候補制を導入するととも
に、賞与についても自己申告制をとることで、若
者の主体性、やる気を引き出す工夫を行い、多
くの若手漁業者を育成している。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【取組の効果】
○年々進む漁価の低迷という問題を解決するため、

「神経締め」等の鮮度維持に関する先進技術を
導入し、付加価値向上と販路拡大の取組を推進
している。

○平成23年に、獲った魚を自ら加工・販売する６次
産業化を企画し、取組を開始した。その翌年に
は加工施設と販売施設を兼ねた「魚工房 旬」を
開設し、取組を一層拡大した。

○魅力ある加工品づくりを進めていくこと
で、雇用の創出等による地域の活性化
に取り組んでいく。

○海外から多くの研修生を受け入れること
で、国内外への定置網漁技術の更なる
普及を推進していく。

○補助金等を活用することで、現在ある漁
港内の加工施設を改良し、更なる商品
の品質向上を図っていく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 石川県七尾市
・代表者 ： 代表取締役 酒井 秀信
・取組内容 ： 水産物の漁獲、加工、販売
・売上高 ： １億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 17名（非常勤雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.nanaonet.jp/~kadoshimateichi/

感動してもらえる魚を消費者へ！
鮮度維持に徹底的にこだわった海の６次産業化

株式会社鹿渡島定置

○売上高
１億2,000万円（H24）→

１億5,000万円（H26）

○若手新規就業者の定着
→社員の平均年齢は35歳。地元女性との

結婚も多く、若者の地域への定住化にも
大きく寄与。

㈱鹿渡島定置の皆さん→

【取り組むに至った経緯】

【今後の展望】

<生産部門>
・魚

・海藻 等

<販売部門>
・直売所
・移動販売
・インターネット通販

獲れた魚を新鮮なまま消費者の元へ届けたい！

船上で獲れた魚に「神経締め処
理」を施すことで鮮度を保ったまま
港へ輸送することが可能に。

<加工部門>
（魚工房 旬）

・海藻(アカモク)加工品

・干物 等

（株）鹿渡島定置

△△△

徹底した衛生管理の下、干物な
ど30種類以上の加工品を生産。

商社 輸出
（主にアメリカ向け）

地元直売所
飲食店
消費者 等

台湾、フィリピン、スリランカ、
アフリカ諸国 等

研修生として参加定置網漁の技術普及

か ど しま てい ち

「海水シャーベット氷」を使
用しているため、鮮度を保っ
たまま出荷。

買い物が困難な高齢者のために、
軽トラによる移動販売も実施してお
り、地域の活性化にも大きく寄与。

←普段の定置網漁の様子
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○でん粉質がもち米に近く、限られた土地でしか栽
培できない上庄里芋に着目した。

○低カロリーで食物繊維が豊富であり、乳製品アレ
ルギーの人にも安心して食べられるという里芋
の特色を活かし、平成21年にアレルギーフリー
の商品販売を開始した。

○新商品の販路開拓及び全国展開できるパッケー
ジデザイン

→地元企業やメディアの協力で試食会やアンケー
ト調査を行い、販路開拓やパッケージ開発を実
施した。

→積極的に都市圏の商談会へ参加し、百貨店等
への販路拡大を実現した。

○里芋製品のさらなる展開によって消費
拡大を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福井県大野市五条方
・代表者 ： 建石 正治
・取組内容 ： 農産物の生産・加工・販売
・売上高 ： 6,700万円（H26）
・雇用者数 ： 13名（H26）(非常勤含む）
・ＵＲＬ ： http://www.mitene.or.jp/~sfvfarm/

○里芋加工品売上高
30万円（H21）→1,100万円（H26）

○里芋栽培面積
2.4ｈａ（H21） →3.0ｈａ（H26）

○里芋加工部門雇用者数
2名（H21） → 5名（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

里芋との出会いは土地の神様との出会い！
乳製品アレルギーに対応する里芋スイーツ

ＳＦＶ生産農場

<農業部門>
・里芋栽培

<加工部門>
・ムーアン
・里芋アイス
・里芋惣菜

<販売部門>
・インターネット
・卸売

商品

福井県の梅農家

・直売所
・生協
・百貨店

等

加工

ＳＦＶ生産農場

石川県のぶどう園

全ての製品で赤ちゃんからお年寄りまでを対象としたものを作りたい！

越前の奥地で栽培可能な
でん粉含有量が高い上庄
里芋を生産

ＪＡ全農いしかわと連携し
高級ブドウを使用した里芋
スイーツの開発

安全・安心を重視する顧
客を持つ生協ルートを中
心に販売

福井梅の供給ルビーロマンの供給

里芋アイス

ルビーロマンと上庄
里芋のコラボスイーツ
ロマンムーアン

ロマンムーアン
外装
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○平成4年、脱サラして就農し、商社時代に築いた
外食産業とのネットワークを活かし、健康志向と
いう消費者ニーズをターゲットにした商品の製
造・販売事業を開始した。

○平成26年には、更なる事業の拡大と生産力増強
を目指し、JAファンド等からの出資を受け、「㈱
マイセンファインフード」を設立した。

○大豆と玄米による加工品「まるっきりお肉」の開発
に係る加工技術の確立

→自社に試験研究施設を設置して商品開発を行う
とともに、メーカーと共同で加工技術を確立した。

○栽培方法にこだわった米や加工品に利用する大
豆等の原材料確保

→地域の農業者に栽培方法等を示して生産を委託
することで、米や大豆の原料を確保した。

○まるっきりお肉等の商品開発・製造・
販売の拡大を行う。

○宗教上の理由やベジタリアン人口の
多い国への輸出により、販売を拡充
する。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 福井県鯖江市上野田町
・代表者 ： 代表取締役社長 牧野 仙一
・取組内容 ： 玄米・大豆から作った加工食品

の製造、販売
・雇用者数 ： 19名（H26）
・ＵＲＬ ： http://maisenfinefood.com/

○雇用者数 15名（H23） → 19名（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

大豆と玄米でできたお肉！？
健康志向な玄米加工品の開発

株式会社マイセンファインフード

【取組の効果】

(株)マイセンファインフード

肉食感のヘルシーな大豆・玄米の加工品で
ヘルシーな食生活を提案したい！

<加工部門>

・まるっきりお肉 等

<販売部門>
・卸売
・インターネット

商品

試験研究施設の設置 200項目の残留農薬検査

加工場全景

出資㈱マイセン

農業生産法人
アグリエース

・ＪＡグループ
（福井県）

地元契約農家等

大豆の安定的な供給

出資

玄米の供給・顧客の情報提供

玄米の安定的な供給

食品メーカー
製造技術支援

・ハラール認証を取得し、アジアを
始めとするイスラム圏へ
・欧米の健康志向の顧客

積極的な輸出
展開を実施

・百貨店
・量販店
・宅配
・業務用販売

等

ＪＡファンド出資

原料販売
加工品販売

まるっきりお肉
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○近年のライフスタイルの変化により、自社で生産
する梅「紅映」（べにさし）を用いた梅酒の売上げ
が鈍化していることから、平成23年に新コンセプ
トの梅酒開発に着手した。

○平成25年には、従来の梅酒のイメージを逆手に
とり、梅の特徴である酸味を引き出したパンチの
効いた高アルコール度数の梅酒販売を開始した。

○原料である紅映梅の安定確保
→２年間の保存が可能な冷凍保存技術の確立と

地元産紅映梅の安定供給を図るため、地元ＪＡ
との連携を行った。

○「紅映梅」を活用した、新たな商品の開
発、販売を行う。

○果汁抽出技術を活用して梅以外のＯＥ
Ｍ製品の製造受注に向けた取組を行う。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 福井県三方上中郡若狭町
・代表者 ： 代表取締役 新屋 明
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売
・売上高 ： 8,400万円（H26）
・雇用者数 ： 13名（H26）（非常勤含む）
・ＵＲＬ ： http://www.ecofarm.jp/

○梅加工品売上高
1,800万円（H20） → 4,900万円（H26）

○梅加工部門雇用者数（非常勤含む）
５名（H20） → ９名（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組効果】

若狭町で頑固に守り育ててきた梅を生かしたい！
「紅映（べにさし）」を使った頑固な梅酒製造

株式会社エコファームみかた

甘い梅酒を好まない方にもパンチの効いた梅酒を飲んでもらいたい！

<農業部門>
・梅栽培

<加工部門>
・梅酒
・梅飲料等

<販売部門>
・直売所
・インターネット
・卸売

地元産紅映梅
確保のため、
地元ＪＡと連携

従来のイメージ
を覆す酸味を強
調した商品開発

クラウドファンディング
を活用し、資金と顧客
を獲得

加工 商品

わかさ東商工会

福井県内
・小売店
・道の駅

東京、大阪
・百貨店

等

（株）エコファームみかた

製造加工スタッフ

ＢＥＮＩＣＨＵ

商品開発・
経営指導支援

販売

贅沢果汁セット

梅酒工場
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