
女性目線で自慢のトマトで美しく、健康に！
自社生産したトマトを使用した加工品の製造販売

株式会社寺田農園

＜事業者の概要＞
・所 在 地：岐阜県高山市
・代 表 者：株式会社寺田農園 寺田 真由美
・取組内容：トマトを活用した商品開発・製造・販売
・雇用者数：14名
・売 上 高：6,300万円

・http://www.terada-nouen.co.jp/

○ホテル勤務から高山市でトマト、露地野菜など
を生産する専業農家に転身した。

○こだわりの栽培方法でトマトの基本価格の向上
と規格外品の有効活用を図るため、平成22年に
法人化して加工所を新設し、加工を開始した。

○平成26年にトマトジュースを直売するための専
門店を開店した。

○売上高
2,700万円(H22) → 6,300万円(H26)

○雇用者数
11名(H25) → 14名(H26)

○トマト栽培面積
97ａ(H22） → 104ａ(H24)

○レストランでのイベント開催やSNS活用
による情報発信等で寺田農園のファン
を増やし、販路を拡大する。

○魅力ある農業経営と会社経営の両立
を図る。

【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】

○商品のラインナップの充実・販路の確保
→わくわく農業体験イベントの開催やマルシェへ積極

的に出店し、消費者へ直接販売することで寺田農
園の顧客（ファン）を獲得した。
美容や健康、レシピの提供など女性目線でのマー
ケティングを行った。
※社長は「農業女子プロジェクト」のメンバー

○加工施設の通年稼働

→端境期には地域の農産物を加工して施設の稼働
率を確保した。

<生産部門>

トマト栽培に加え、新たにニンニク栽培

トマトジュース
専門店

農協・市場・
百貨店・スーパー

加工部門 消費者へ直接販売

農業体験イベントの開催や、
地域や都市圏のマルシェ

等に出店

こだわりのトマトで作った美味しいジュースやパスタソースを味わってもらいたい！

トマトの種を自分たちで採取して種から育てる
こだわり方で、新しい農業のスタイルに挑戦

（株）寺田農園

トマトペーストにニンニクを加えた
パスタソースや調味料の開発

こだわりトマトで作ったジュース
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飛騨牛だけじゃない！
奥飛騨温泉郷「飛騨サーモン」のブランド化

株式会社穂高養魚場

＜事業者の概要＞
・所 在 地：岐阜県高山市
・代 表 者：株式会社 穂高養魚場

代表取締役 櫻井 聡
・取組内容：マス・イワナの養殖・加工・販売
・雇用者数：11名
・売上高 ：250万円（加工品）

・http://shinhotaka.com/fishfarm.html

○奥飛騨温泉郷で川魚の養殖を行い、地元旅館等に
食材として提供していたが、宿泊客の減少により
売上げが減少した。

○通常よりも大型に育てた大マスを「飛騨サーモン」と
してブランド化を行った。

○川魚、養殖物へのマイナスイメージの払拭

→安定した環境下で生産している品質の高い川魚をＰ
Ｒするため、旅館等にチラシを設置した。

○ブランドの確立と旅館等以外への販路拡大

→体長30㎝以上の大マスを「飛騨サーモン」としてブラ
ンド化を図り、旅館やお土産店等と連携した土産品
商品の開発を行った。

○売上高（加工品）
0円（H22） → 250万円（H24）

○雇用者数（パート含む）
6名（H22） → 11名（H24）

○販売先
100店（H24）

○ブランドの普及、拡大につながるような
新たな加工商品の開発を行う。

○地元農畜産物との地産地消コラボ商品
を開発して地域活性化に取り組む。

【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】

養殖部門
・マス
・イワナ

加工部門
・スモークサーモン
・粕漬け

・旅館
・土産物店
・消費者

（株）穂高養魚場

販売

包装･資材企画会社 広告代理店

パッケージデザイン協力 事業ＰＲツール開発

養殖、川魚のマイナスイメージを払拭し、
飛騨牛と並ぶブランドに育てたい！

養殖環境や餌などきめ細やかな
管理により、川魚独特の臭みの
ない大型のマス養殖を実現

奥飛騨の冬の寒さと澄んだ空気
を利用した風干しを行うなど飛騨
の環境を利用した商品開発

天然物以上の環境で育んだ
おいしい川魚であることをＰＲ

大マス
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豚一匹を余すことなく商品化！
飼育にこだわったブランド豚の直接販売

有限会社石川養豚場

＜事業者の概要＞
・所 在 地：愛知県半田市
・代 表 者：有限会社 石川養豚場

代表取締役 石川 安俊
・取組内容：養豚、豚肉の加工品の製造・販売
・雇用者数：養豚部門９名、加工販売部門30名

・http://fm-brio.shop-pro.jp/

○都市近郊の養豚業は周辺住民への配慮から規模
拡大が困難であり、飼料高騰などの影響から利益
が減少傾向であった。

○生産から加工、販売の一貫経営により、規模は現
状を維持したままでも付加価値を高め、利益率を
向上させる６次産業化の取組を決意した。

○おいしく安心できる豚肉の生産と加工、直売事業へ
の安定した供給体制の構築

→豚舎の衛生管理を徹底し、飼育する豚の血統を絞り
込み、飼料内容を定期的に見直した。

○直売するための拠点施設の確保と販売する商品の
開発

→優良直売所の事例調査を行い、自社店舗の運営に
生かすとともに、加工品の開発は取引先の協力と技
術支援を受けて実施した。

○売上高

H15年→H25年で約1.5倍に増加
○雇用者数

加工販売部門で約２倍に増加

養豚部門９名
加工販売部門30名
（うちパート25名）

○安心・美味な豚肉の安定した生産、出荷
体制を構築

○自己ブランドﾞ出荷と加工・販売により
60％強の直売体制を構築

○生産管理体制をさらに高度化して健康
で高品質な豚の安定出荷に取り組む。

○流通事業者と連携して契約販売店へ
の物流を自社で管理する。

【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
・あいポーク

販売部門
ファーマーズ

マーケット「プリオ」

加工部門
・ハム
・ソーセージ
・串カツ 等

スーパー
直売所
契約店

（有）石川養豚場
販売

消費者

販売

取引先 商品開発、加工技術支援

消費者がその価値に納得する商品を適正な価格で提供したい！

徹底した衛生管理とトウモロコ
シ主体の独自配合飼料により、
肉や脂の付き具合を調整

地元の嗜好に合ったみ
そ味の商品など土地柄
にマッチした商品開発

先進的な直売所の事例調査
と全て自社製品での品揃えに
より、消費者に安心を付与
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高級化路線への思いきった転換
とことん味にこだわったみかんのブランド化

有限会社すぎもと農園

＜事業者の概要＞
・所 在 地：三重県御浜町
・代 表 者：有限会社 すぎもと農園

代表取締役 杉本 賢
・取組内容：みかんの生産及び加工品の製造・販売
・売 上 高：1,100万円（H24）
・雇用者数： 30名

・Ｕ Ｒ Ｌ：http://o-mikan.com/corp.html

○リーマンショックの影響で売上げは伸びるが減益が
続き、生産量では敵わない大生産地との正面から
の勝負を避けるため、差別化戦略によるブランド
化を決意した。

○他産地や農協が手を出しにくい、高くても味にこだ
わる人たちをターゲットとした商品開発を着想した。

○差別化戦略の販売先となる顧客の獲得
→百貨店での催事や通信販売利用者の顧客分析を行

い、売り込みのターゲットを選定した。
○ブランドの確立と維持
→納得のいく品質をクリアした原料以外は加工に使用

しないことから、商品の増産ができないため、プレミ
ア感を高めた「知る人ぞ知るみかんジュース」として
ブランド力の向上を図った。

○売上高
0円(H19)→1,100万円(H24)

○雇用者数
25名(H17)→30名(H24)

○全国に10万人の会員を確保
○百貨店で購入した顧客のリピーター化

○新規顧客の獲得を兼ねて、全国各地
の百貨店等で開催する催事に積極的
に参加する。

○農商工等連携事業計画で認定を受け
て開発した商品（機能性青みかんドリ
ンク）を活用して新たな商品展開に取り
組む。

【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】

生産部門

・みかん
・いよかん 等

加工部門
・ジュース
・スイーツ
・酢 等

百貨店
通信販売

デザイナー

（有）すぎもと農園

販売

提携希少価値、プレミア感を高めたみかんジュースで
ブランド力をさらに向上したい

糖度を上げるため、袋掛け
して樹上で完熟

廃棄ロスは出るが、酸味を抑え、
まろやかな味になるよう、収穫した
みかんを寝かせる

シリアルナンバー付き限定販売
によるブランド力の維持・向上

贈答用みかんジュース
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 京都府京都市
・代表者 ： 代表取締役 山田敏之
・取組内容 ： 九条ねぎの生産、加工、販売
・売上高 ： 9億8千万円（H27）
・雇用者数 ： 130名（H27）
・ＵＲＬ ： http://www.kotokyoto.co.jp/

【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】

就農時400万円の売上高から170倍以上の増加！
京野菜「九条ねぎ」の６次産業化

こと京都株式会社

九条ねぎの加工品カットねぎ工場

○１億円の年間売上を目指して就農したが、初年
度は400万円の売上げしかなく、就農から４年後
に父親の反対を押し切って九条ねぎの周年栽培
に取り組むものの、現状では限界を感じ、目標を
達成するため、加工事業に着手した。

○安定した原料の確保
→栽培スケジュールの見直しを行うとともに、府内

の九条ねぎ生産者と生産者団体「ことねぎ会」を
設立して連携体制を強化した。

○価格の優位性
→飽和状態である京都のマーケットを避け、東京の

マーケットを開拓するため、首都圏のラーメン店
などへ飛び込み営業を行った。

○全国のねぎ産地と連携することを目的に
「こと日本」を立ち上げ、農林漁業成長産
業化ファンドの活用を行う。

○加工技術を活用した高付加価値商品の海
外展開を目指す。

様々な連携により経営の多角化を進め、攻めの農業を続ける
地域の希望でありたい！

こと京都（株）

京都府内で季節ごとにねぎ
栽培に適した農地で生産

HACCPを導入した自社加工工場に
おいて、多種多様な商品の製造

自社販売、産地間連携によ
る共同ブランドによる販売

<生産部門>

・加工用

（有）トップリバー、（株）さかうえ契約農家

<加工部門>
・カットねぎ、粉末ねぎ、
・乾燥ねぎ、ペーストねぎ 等

首都圏のラーメン店
百貨店

食品スーパー
ネットショップ

連携

<販売部門>
・インターネット
・自社直売所

○生産者との連携による商品の周年安定
供給を実現

○生産量
360ﾄﾝ（H22）→1,000ﾄﾝ（H27）

○売上高
3億6千万円（H22）→9億8千万円（H27）

○雇用者数
76名（H22）→130名（H27）
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○

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 京都府京都市
・代表者 ： 井口和司
・取組内容 ： お棺と木工品の開発、販売
・売上高 ： １億2,700万円（H27）
・雇用者数 ： 10名（H27）
・電話番号 ： 075-854-0105 /

【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】

井口木材

○お棺の販売ルートが限られているため、新規事
業者が入りこむことが困難

→近隣の京都や大阪で開催する展示会に出展し、
国産材を使用した製品をＰＲした。大手葬儀社
への営業も積極的に行い、取引が成立した。

○国産材を使用した「お棺」を宣伝し、葬儀
社等へのマーケティングを行い、販路を
拡大したい。

○レーザー加工機を活用して、京都産の木
材を使用した木工品の更なる開発・販売
を進めている。

○お棺の販売高
０万円（H23） →196万円（H27）

○雇用者数
５名（H23） →10名（H27）

○木を切って市場で売るという一次産業
から加工品を手掛けることで、消費者を
意識するようになった。

山を守り山へ感謝
地元特産の北山杉を使った「お棺」と「木工品」の製造、販売

京都産木材を使用したお棺 おが粉の製造

○森林の手入れが必要にもかかわらず、木材価格
の低迷から木が売れないため、山を守るのに何
ができるかとの想いが高まった。

○国内の木材需要が低迷している中、お棺の95％
が中国をはじめとする海外からの輸入となってい
ることに気づき、国産木材を使ったお棺で安らか
に旅立って欲しいとの想いから取組を開始した。

人生を全うした時は京都産木材のお棺で天国へ旅立ってほしい！

井口木材

<生産部門>
・伐採
・造材
・運搬 等

<加工部門>
・おが粉床材
・お棺 等

<販売部門>
・カフェ

牧場（滋賀県）

大手葬儀社
販売

床材 畜産物

林業者の人材育成のた
め「木こり塾」を開催

お棺の扉部分のフサは京都伝
統工芸の京組紐を使用

展示会へ出展した際に、
京都産木材の使用をＰＲ
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○

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 京都府福知山市
・代表者 ： 代表取締役 中島健太郎
・取組内容 ： 鹿・猪肉の加工、販売
・売上高 ： 2,400万円（H26）
・雇用者数 ： ５名（H26）
・電話番号 ： 0773-38-0553

【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】

○一般消費者向けの販売促進（調理方法等）
→健康志向やジビエブームによる需要を把握し、

ホテル、レストラン等へ直接販売を実施した。
調理師士免許を持つ従業員による料理方法の
提案を併せて行った。
加工品の真空パック商品を開発した。

○一般消費者向けにソーセージやロースト
の真空パック商品の開発を行う。

○水分調整を行い、品質保持期限の延長
が可能なペットフードの開発を行う。

○平成29年にはジビエ関連の売上目標（約
１千万円）を達成したい。

○販売高（全体）
2,200万円（H23） → 2,400万円（H26）

○鹿・猪肉関連の販売高
０万円（H23） → 217万円（H26）

○雇用者数
４名（H23） → ５名（H26）

○平成17年に法人化して水稲、野菜等の栽培を行
う傍ら、鹿、猪の駆除に参加する。獣害の深刻
化により、駆除頭数が年間２千頭を超え、埋設
場所の確保が困難となった。

○山の恵みである鹿、猪を地域資源として有効活
用するため、食肉やペットフードへの加工を開始
した。

棄てるものから活かすものへ
山の恵みに感謝したジビエ商品の加工、販売

ジビエ料理肉の加工

有限会社田舎暮らし

（有）田舎暮らし

山の恵みであるジビエを資源として有効活用し、農林業
被害を減少させ環境を守り、地域を活性化させたい！

食肉加工を行うための適
切な捕獲方法と血抜き
処理を実施

品質保持のため、真空
パック商品を開発

代表者の飲食業での
経験を活かし、食肉料
理のメニューを提案

<生産部門>
・米、大豆、野菜
・鹿、猪の狩猟

<加工部門>
・農産物加工
（餅、和菓子、洋菓子等）
・業務用食肉
・一般用食肉
・ペットフード

<販売部門>
・インターネット
・イベント参加

駆除の連携自治体

商品

・ホテル
・レストラン
・飲食店
・直売所
・ホームセンター
・動物病院 等
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○明治の勧業政策によりぶどう栽培が普及し、昭
和初期に面積で日本一となる大阪で明治時代
からぶどうの生産を行い、大正３年からワイン醸
造を開始した。

○ぶどう農家の高齢化等により急増する耕作放棄
地の解消と地域活性化のため、ぶどうの栽培を
拡大した。

○原料である大阪産ぶどうの調達
→高齢で後継者のいない農家のぶどう畑を借りて

自社のぶどう栽培を拡大するとともに、地域の
ぶどう農家からの買取価格を安定させ、供給元
農家の経営を安定させた。

→ぶどう栽培を目指す就農希望者やワイン醸造を
目指す醸造家を育成する。

○販路の拡大
→取引先や市民有志との協働でぶどうの生産管理

を行うプロジェクトや苗の植樹など地域密着型
のイベントを展開し、顧客の獲得とブランド力（信
頼関係）を向上させた。

→ホームページに日本語と英語翻訳を併記した。
また、ワインの試飲やぶどう畑と古民家散策の
観光コースを計画し、ワイナリーへ誘致した。

○大阪ぶどうを復活し、自社事業だけでなく、
耕作放棄地の活用および雇用創出に積
極的に取り組み、地域の活性化に貢献す
る。

○関西地域のワイナリーと連携し、ワインと
ぶどう栽培の活性化に取組む。

○古民家を保護して景観を保全し、レストラ
ンや各種イベントを開催する。ワインと古
民家を活用した観光コースを拡大する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 大阪府柏原市
・代表者 ： 代表取締役 高井利洋
・取組内容 ： ぶどうの生産、ワイン醸造・販売
・売上高 ： ２億４千万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員４名（H26）
・ＵＲＬ ： http:// www.kashiwara-wine.com/ 

日本一のぶどう産地だった頃の風景を取り戻したい！
創業１００年の老舗ワイナリーによる大阪ぶどう復活プロジェクト

カタシモワインフード株式会社

○売上高
１億９千万円（H24）→２億４千万円（H26）

○雇用者数（畑チーム）
３名（H21）→ ９名（H26）

○ぶどう栽培者・ワイン醸造家研修生
ぶどう栽培者 ２名
ぶどう栽培・ワイン醸造 ２名 （H27現在)

○ワイナリーへの来客数
観光・ワイン愛好家・研究者・マスコミ等、
幅広い分野の来社希望者を受入れ。
来客数は年々増加しており、特に海外か
らの来客数は、Ｈ24から約５倍に増加。

【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】

カタシモワインフード（株）

<生産部門>
・ワイン専用
ぶどう

<加工部門>
・ワイン
・ノンアルコールワイン
・干しぶどう
・ぶどう葉茶等

<販売部門>
・直売
・ネット販売

加工用 商品

日本一のぶどう産地だった頃の風景を取り戻したい！

歴史あるブドウ産地再生の
ため、地域協働で畑を管理

ワイン醸造の副産物を活
用した２次加工・３次加工

地域密着型イベントや植
樹祭によりファンを獲得

・飲食店
・酒販店
・宿泊施設
・その他商店

販売

・出荷組合
・ぶどう生産者グループ

・ぶどう畑と古民家のある町並み散策
・各種イベント開催

・ワインのティスティングとワイナリー
見学
・インバウンド推進

観光

販売

山裾に広がるぶどう畑

テイスティングルーム
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○放牧を基本とした酪農経営を行っていたが、昭和
55年頃から生乳の生産調整、周辺地域の市街化
に伴い、規模拡大が困難と判断し、乳製品の開発
に着手した。

○生産者の想いを発信する拠点として、昭和62年に
提案型レストハウスを場内に整備した。

○開発当時は国内のチーズ加工はプロセスチーズ
ばかりだったため、ナチュラルチーズの開発・製
造に苦慮。

→カマンベールチーズの製造現場を視察して乳酸
菌を入手し、製法等は独自に研究した。

○持続可能な農業の研究と普及・啓発を
行い、 農業をベースとしたセミナーを実
施していく。

○ここだからできるものづくり、次のステー
ジを考えた商品開発する。

○都市型酪農において地域住民との共生
や再生可能エネルギーの考えから、バ
イオガスプラントの研究を継続していく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 兵庫県神戸市
・代表者 ： 弓削和子
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売所
・雇用者数 ： 10名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.yugefarm.com/

豊かな自然やおいしいチーズなどにより癒やしを提供したい！
都市型酪農から発信する新たな食文化の交流

有限会社レチェール・ユゲ（弓削牧場）

○売上高 S60年から約５倍に増加（H26）
○雇用者数 ３人（Ｓ60）→10人（H26）
○年間来場者数 約２万５千人（Ｈ26）
○牧場ウエディング 120組（Ｈ26年現在）
○カマンベールチーズ製造がフロマー

ジュ･フレの開発に繋がり、レストハウス
の開業、消費者や異業種との交流等、
牧場の事業を多角化

チーズハウスヤルゴイ内

【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】

弓削牧場

（有）箕谷酪農場
（生産部門）

・放牧酪農
・堆肥製造
・施設（ハウス）野菜

（有）レチェール・ユゲ
（加工・販売部門）

・チーズ工房（牛乳・チーズ等）
・菓子工房（シフォンケーキ等）
・レストラン、カフェ、直売所
・インターネット販売

都会の中でも、豊かな自然やおいしいチーズなどで癒やしを提供したい！

放牧主体の酪農と堆肥を活用し
た循環型農業

搾りたての生乳を牛舎からチーズ工
房まで専用ラインで直送し、低温殺菌
とノンホモジナイズにこだわり

チーズフォンデュ

加工用
(生乳・野菜）

・高級スーパー
・百貨店
・レストラン
・ホテル 等

販売

45



○ケージ飼いの大規模養鶏に疑問を抱き、健康を
重視した養鶏によるこだわり卵を生産し、「天美
卵」としてブランド化を行う。

○朝採れ卵の通信販売を本格的に開始し、ブラン
ドを成長させ、顧客への訴求力のある商品開発
と、おもてなしの場となるカフェの開設を着想した。

○コストの掛かる生産のため、味に自信はあるが
高価な卵の販売

→卵を無料で配布し、食べてその価値を理解して
もらい、顧客の拡大を図った。

○消費地から遠い立地である直売所・カフェの、集
客力への不安

→自然豊かな景観を生かすとともに、季節ごとにイ
ベントを開催し、集客力を向上させた。

○地元生産者と連携して地域の活性化に
取り組む。

○「大江の郷」を観光地化し、農業テーマ
パークとして日本一笑顔の集まる牧場
に向けて取り組む。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鳥取県八頭町
・代表者 ： 代表取締役 小原利一郎
・取組内容 ： 鶏卵の生産、加工、直売所・カフェ運営

のほか、通信販売
・雇用者数 ： 101名（H27）
・ＵＲＬ ： http://www.oenosato.com/

鶏も人も生き生きと笑顔になれる牧場をつくりたい！
～ブランド卵「天美卵(てんびらん)」での６次産業化～

有限会社ひよこカンパニー

○売上高
平成20年度から売上高が約３倍に増加
（H26）

○雇用者数
30名（H20）→101名（H27）

○飼養羽数
27,000羽（H23）→40,000羽（H27）

○来店者数 約12万人（H26）
○平成25年度６次産業化優良事例表彰

「食料産業局長」受賞

平飼いで生産した
「天美卵（てんびらん）」

【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）ひよこカンパニー

<生産部門>
・平飼い養鶏

<加工部門>
・ケーキ
・プリン 等

<販売部門>
・直売店
・カフェ
・通信販売

鶏も人も生き生きと笑顔になれる牧場をつくりたい！

自家配合の天然飼料を
給餌し、平飼いでの養鶏

無添加のスイーツを
製造

顧客獲得のため、無
償で卵を配布

卵から作ったスイーツ

八頭船岡農場

（耕作放棄地の
再生）

地元生産者

米ぬか飼料用米
野菜

ココポイント
カード会員

全国の消費者

新聞広告等による
宣伝活動を展開

地元の６次産業化事業
者等の商品もカタログ
に掲載し販売

６次産業化事業者

６次化商品
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○減農薬栽培にこだわったワインは、市販のワイン
との差別化が図れることを着想した。

○豊かな自然の中で醸造したワインと食を楽しむ
場を提供することでワイナリーの付加価値が高
まることに着目した。

○ぶどう栽培、ワイン製造に関する知識や技術の
不足

→世界的にスタンダードなワイン用ぶどう品種を導
入し、基本に忠実にワインを製造した。

○これまで経験のなかったサービス業（レストラン）
の知識やノウハウの不足

→試行錯誤しながら、経験を積むことにより、ワイ
ン製造の知識や技術、サービス業としての対応
方法を習得した。

○生産量が限られるため、より付加価値
を高めた商品の製造を行う。

○イベント等を開催し、たくさんの人たちと
コミュニケーションを図ることにより、ワ
インの直販販路を拡大させる。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 島根県雲南市
・代表者 ： 代表取締役 佐藤貞之 佐藤貞之

・取組内容 ： 葡萄の栽培、加工、直売所、
レストラン運営

・雇用者数 ： 16名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.okuizumo.com/

奥出雲の豊かな自然の中で、高品質のワインと食を
楽しんでもらいたい！

～減農薬栽培のワインと地産地消レストラン事業～

有限会社奥出雲葡萄園

○雇用者数
１名（H2）→16名（H26）

○主な原材料生産面積（ぶどう）
約１ha（H2）→約４ha（H26）

○ワイン生産本数
約１万本（H4）→約５万本（H26）

ワイナリー

【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)奥出雲葡萄園

<生産部門>
・加工用

<加工部門>
・ワイン
・ぶどうジュース

等

<販売部門>
・ワイナリー
・地産地消レストラン
・インターネット

奥出雲の豊かな自然の中で、高品質のワインと食を楽しんでもらいたい！

減農薬のぶどう栽培
瓶詰めやラベル貼りは
一本一本丁寧に手作業

園内イベント・自社のレス
トランを販路拡大に利用

国産原料100％のワイン

・フレンチレストラン
・日本料理店
・酒店
・百貨店、スーパー

等

加工用
商品

販売
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古代の遺伝子を受け継ぐ特産品の「赤米」で地域の知名度
アップ！

レッドライスカンパニー株式会社

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岡山県総社市
・代表者 ： 代表取締役 難波 友子
・取組内容 ： 自社で栽培する赤米を使用した特産品の

製造、販売による地域の活性化
・雇用者数 ： 従業員２名（H27）
・ＵＲＬ ： http//www.redrice-co.com/

○地元を離れた学生時代に地元「総社市」の知名度
の低さにショックを受ける。

○「総社市」の知名度を上げるため、総社市の神事
に由来する赤米を生産して６次産業化商品の開
発を着想した。

○新規就農のため、赤米の栽培技術の習得等が必
要

→岡山県普及センターに指導を仰ぎ 「あかおにも

ち」等の栽培技術が向上した。

○取引先からの需要を満たす赤米生産や商品製造
（人手の不足）

→従業員を新たに雇用することで、需要に応じた商
品の製造体制を確立した。

○米栽培面積
0.35ha（H23）→５ha（H27）

○雇用者数
０名（H23）→２名（H27）

○赤米の田植え体験等の開催により、食
育や地元への観光客誘致に貢献

○グルメ＆ダイニングスタイルショー（ビジ
ネスガイド社主催：東京ビックサイト）で
の受賞や新聞等の報道により、赤米の
知名度が向上

○雇用の拡大を図り、赤米生産の強化と
安定した商品の開発、製造、販売の体
制を確立する。

○赤米の話題性づくりによる知名度アッ
プと定着化を目指す。

赤米と備中国分寺

【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】

商品の「赤米塩糀」

<生産>
・生食用
・加工用

<加工・販売>
・製粉・製造
・インターネット原料

供給

生産農家
赤米生産

食品メーカー

・百貨店
・セレクト

ショップ
・食品店

等

総社古代米
生産組合

販売

一部商品をＯＥＭ

レッドライスカンパニー（株）

商品

地域特産品である赤米を使って地域の
知名度を上げたい！

赤米のままでは消費者が
食べにくいことから様々

な加工品を開発

希少種の赤米
の生産を拡大
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試行錯誤の末につくり上げた高品質山ぶどうワイン
地域資源を生かした観光振興

ひるぜんワイン有限会社

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岡山県真庭市
・代表者 ： 代表取締役社長 植木 啓司
・取組内容 ： 自社で栽培した「山ぶどう」を使用

したワイン及び加工品の開発、製造、
販売

・売上高 ： １億1,000万円（H25）
・雇用者数 ： 正社員12名（H26）
・ＵＲＬ ： http：//www.hiruzenwine.com

○昭和56年から旧川上村（現真庭市）の村おこしとし
て、地域に自生していた「山ぶどう」を活用した商
品の開発に取り組む。

○自社商品の販売が軌道に乗り、平成22年に直販
ショップを併設するワイナリーを新設した。

○個体差が大きい野生の山ぶどうの安定生産
→事業開始から10年間で1,000本の木から生育デー

タをとり、その中で成績の良い３本を選抜・育種し
て生産性の向上を図った。

○所得向上のため、山ぶどうワイン単一の商品展開
からの脱却

→真庭市産にこだわった商品展開と高品質ワインの
完成により経営改善を図った。

○自社栽培面積
１ha（S56）→２ha（H25）

○ 契約栽培面積
０ha（S56）→約５ha（H25）

○従業員 ４名（H６）→12名（H26）
○売上高

2,200万円（H6）→１億1,000万円（H25）
○直販ショップはオープン時の目標来店

者数である年間２万人を初年度から
大きく上回り、H25年度は年間６万人
を突破

○新たにワイン専用品種の生産を開始し、
ワインの商品ラインナップを増やす。

○地域の異業者と連携して「蒜山」（ひる
ぜん）の魅力をさらに多くの人にＰＲし
ていく。

ひるぜんワイナリー

【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】

ワイン等の商品

栽培している「山ぶどう」

ひるぜんワイン（有）

<生産部門>
・加工用

<醸造、
加工部門>

・ワイン
・ジュース

等

<販売部門>
・直販ショップ
・飲食スペース
・ワイナリー見学
・インターネット

加工用

地域の
「山ぶどう」生産者

・酒販店
・宿泊施設

等

販売

商品

原料供給

宿泊施設の宿泊客が
ワイナリーのワイン

バー（冬季間）へ来店

野生の山ぶどうから、
ワイン用に適する木を
10年かけて選抜・栽培

数々のワインコンクール
で受賞する技術力

土産物としてだけで
なく、高品質ワイン
として全国へ

山ぶどうワインを広めることで地域に貢献したい！
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○米粉を活用した新商品の開発
→米粉セミナー等に参加し、情報収集や加工技術

の向上を図った。

○直売施設等の整備
→広島県の補助事業を活用した。

○新商品販売のための販路拡大
→農産物の加工・直売施設の開設により、販路を

拡大した。

○農業体験や収穫感謝祭を通じて、地域
や消費者等との交流を深めるとともに、
商品の販路拡大を図っていく。

○加工部門を強化して米粉パン等の加工
品を求める消費者や観光客などに販
路を拡大していく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 広島県三次市
・代表者 ： 代表取締役 福田 一之
・取組内容 ： 米粉を活用した新商品として、米粉パン

を開発し、直売施設等での販売を実施

・売上高 ： 2,000万円（H26）
・雇用者数 ： 15名（H26）
・ＵＲＬ ：
http://www.kinsai-e.com/visit/gourmet/fukuda.html

○加工品の売上高
500万円（H22）→2,000万円（H26）

○雇用者数
４名（H22）→15名（H26）
（家族経営） （パート含む）

○主な原材料生産面積（米粉用）
０ha（H22）→0.8ha（H26）

【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】

株式会社福田農場

【取り組むに至った経緯】

○以前から自家生産した米を使い、味噌やもちへ
の加工・販売を行っていた。

○米価や米の消費が低迷する中、米粉を活用し
た新商品の開発による加工部門の拡大と農産
物の高付加価値化により、農業経営の安定を
図ることを着想した。

（株）福田農場

<生産部門>
・主食用
・加工用

<加工部門>
・味噌、もち

・米粉パン、米粉
ピザ 等

<販売部門>
・直売施設「米粉
ハウス 米豊霧
（まいほうむ）」加工用

・近畿米粉食品普及推進協議会
・県立広島大学

商品開発・製造技術
支援、市場評価

・ＪＡアンテナ
ショップ
・道の駅
・ワイナリー

等

販売

商品

６次産業化を取り入れ、米価低迷にも負けない稲作を経営したい！

新規需要米生産の拡大 米粉セミナー等への参加
加工直売所を開設して商品の
価値を直接消費者へ伝達

低迷する米価や消費にも負けない！
米の高付加価値化～米粉パン等の新商品開発～

直売施設内

棚に並ぶ米粉パン
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【取組の効果】
○家族経営の酪農経営に将来への不安を感じ、平

成８年に規模拡大と雇用型の酪農へ転換を図り、
平成10年に法人化。平成17年から経営の多角
化、消費者との交流を目的としてジェラートショッ
プを開店。

○年々着実に増える来場者をターゲットとした新商
品の投入により販売の増加を図る。

○体験学習や観光牧場、イベント開催による来客
数の増加により、手狭となった受け入れ施設と
商品製造のための人材の不足

→従業員の増加と生産体制の強化で対応し、加工
工場・レストランを増設。

○販売する商品ラインナップの充実
→消費者のニーズを捉え、新商品の開発を継続。

○リピーター客を確保することで安定した
経営を目指す。

○地域ネットワークとの連携を強化して、
地元である豊栄町をアピールしていく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 広島県東広島市
・代表者 ： 代表取締役 沖 正文
・取組内容 ： 自社生乳の加工商品開発、直売所・レ

ストラン運営
・売上高 ： ２億100万円（H26）
・雇用者数 ： 16名（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://tommilk.co.jp/

開かれた牧場が提供する
環境、体験、加工商品が地域に人を呼ぶ

有限会社トムミルクファーム

○売上高
１億6,600万円（H22）→２億100万円（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）
９名（H22）→16名（H26）

○搾乳頭数
140頭（H22）→130頭（H26）

○来客数
45,000人（H22）→70,000人（H26）

直売所・レストラン

【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】

(有)トムミルクファーム

<生産部門>
・生乳用
・加工用

<加工部門>
・ビン牛乳
・ミルクカレー
・カスタードプリン
・ミルクジャム 等

<販売部門>
・直売所
・レストラン
・インターネット

地域に根付いた酪農経営で開かれた牧場へ！

家族労働型から雇用
労働型へ転換し、経
営を法人化

アイスクリーム製造に
先立ちイベント開催に
より、消費者の反応を
調査

都会にはない環境を
求めて訪れる客へ販
売

ミルクカレー

・ＪＡ産直市
・高速ＳＡ
・道の駅
・パン屋
・各種イベント出店 等

販売加工用 商品
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○スーパーフードとして根強い人気がある山芋に着
目し、一村一品運動の特産化を進める中で事業
化に至った。

○高齢化する地域であっても生涯現役で活躍でき
る事業を目指して、地方と都市の交流と共生の
ため、地域活性化とその場作りを目指す。

○規格外品などの活用方法
→健康志向等のニーズを捉えた加工品開発やレス

トラン事業に活用した。

○自然生の安定生産に向けた栽培技術の確立
→地域の環境に合わせた生産技術の向上を全国

的な交流の中から見出している。

○特産品の６次産業化活用による地域振
興モデル作りと人材育成。

○多様な事業者と連携したネットワークづ
くりによる取組の面的拡大と成果の充
実を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山口県 周南市
・代表者 ： 取締役 村田 将弘
・取組内容 ： 自然生（じねんじょう）山芋の特産化と新

商品の開発、産直ショップの運営
・売上高 ： 13,400万円（H27）
・雇用者数 ： ９名（H27）
・ＵＲＬ ： http://www.maturi.co.jp/

とろろで元気に！
地方と都市をつなぐ地域活性化「グローカル構想」

やまいもまつり有限会社

○売上高
11,600万円（H24）→13,400万円（H27）

○雇用者数
８名（H24）→９名（H27）

○主な原材料生産面積（自然生）
3.5ha（H24）→４ha（H27）

○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

商品開発と拠点づくり

【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】

やまいもまつり（有）

自然生山芋で人と地域を元気にしたい！

遊休農地の有効活
用と環境に合った栽
培技術の確立

健康、美容へのニーズ
を意識した高品質な商
品開発

田舎の魅力を発信
して都市との交流、
共生

<生産部門>
・生果用
・加工用

<加工部門>
・漬物
・蒸し菓子
・弁当 等

<販売部門>
・直売所
・インターネット

加工用

商品

デザイン会社 パッケージ
デザイン

・道の駅
・百貨店 等

販売

世代をつなぐ人づくり
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○フランスのジャム専門店の味に魅了されたことが
きっかけで、原料にこだわったジャム作りを目指
し、妻の実家がある周防大島町へ移住した。

○ジャムの原料となる果実類を新鮮なまま身近に
手に入れることができる周防大島町でジャム作
りをすることを決意した。

○ジャム製造に係る知識の習得
→手作りジャム工房等を訪ね、加工や封入、賞味

期限の設定方法等を取得した。

○観光客の減少する冬季の売上確保
→冬でもおいしく食べられる「焼きジャム」の開発・

販売や、季節便制度を取り入れた年間販売の
仕組みづくりをした。

○総合的なテーマパーク型農園へ移行す
る。（耕作面積の拡大と栽培する果実
の種類を増やした観光農園化等）

○地域の特性を活かした新商品の開発を
行う。

○農業を目指す若者の雇用・定住促進に
よる島の一次産業の活性化を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山口県 周防大島町
・代表者 ： 代表取締役 松嶋 匡史
・取組内容 ： 周防大島町産果実を使ったジャム、フ

ルーツソース等の開発・製造・販売
・売上高 ： 7,000万円（H26）
・雇用者数 ： 26名（H26）パート含む
・ＵＲＬ ： http://www.jams-garden.com/

フランスで食べて感動したジャムを目指して！
瀬戸内海の島の果実による手作りジャム工房

株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン

○売上高
6,000万円（H24）→7,000万円（H26）

○雇用者数
22名（H24）→26名（H26）パート含む

○主な原材料生産面積（ブルーベリー等）
26a（H24）→58a（H26）

ジャムの各種商品

【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】

ジャムの加工風景

（株）瀬戸内ジャムズガーデン

島の果実から出来た全て手作りのジャムを食べてほしい！

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・ジャム
・フルーツソース等

<販売部門>
・カフェ
・インターネット
・イベント開催

加工用柑橘の高値
買い取りによる地
域農家の所得向上

添加物を使用しな
いことを基本に、安
心安全の手作り

観光農園化（カフェ、
直営店、農園を利用）

商品

加工用

<生産者>

中川 一
連携生産者 行政、観光協会等

原料供給

支援

・ホテル
・百貨店 等
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○平成22年に漁業者が阿波橘海産を設立し、鮮魚
及び加工品の直売を開始した。

○平成23年には、近年の若者の魚離れを解消し、
鮮度の良い美味しい魚を一人でも多くの人に食
べてもらいたいとの思いがあり、食堂を併設した。

○安くて新鮮な地魚の通年での安定供給
→地元の漁師仲間等と連携を図ることで、地魚を

安定的に確保することが実現した。

○来店する消費者との信頼関係を築き、
リピーターを獲得し、定期便による全国
発送に取り組む。

○魚離れの解消に向けて子ども達を中心
とした食育をより一層推進する。

○地域の漁師仲間等とのネットワークを
維持し、常に新鮮な地魚を提供できる
店舗経営を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 徳島県阿南市橘町
・代表者 ： 代表取締役社長 池添 恭弘
・取組内容 ： 直売所、食堂
・売上高 ： 400万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員１名、パート２名（H26）
・ＵＲＬ ： http://awatatibana.sub.jp/

新鮮な地魚の産直と料理の提供で旬を提供し続けたい！
地魚の美味しさを伝えたい漁師による直売所と食堂経営

阿波橘海産

○売上高
400万円（H25）→400万円（H26）

○雇用者数（臨時雇用含む）
５名（H25）→３名（H26）

○年間来店者数
2,000人（H25）→2,500人（H26）

建物の外観

【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】

株式会社 橘コーポレーション
阿波橘海産

<生産部門>
・市場出荷
・加工用

<加工部門>
・ハモフライ
・惣菜 等

<販売部門>
・直売所
・食堂

新鮮な地魚の産直と料理の提供で旬を提供し続けたい！

地元漁業者と連携し
た底引き漁による新
鮮な食材の確保

漁師ならではの素材を
活かした加工品の開発

季節毎に旬なメニュー
による新鮮な地魚の提
供及び産地直売

ハモカツあなん丼

協力
・地域の漁業者

・関西を中心に定期
便による発送

・地元の小学校
食育

販売
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○地域おこしの一環として商工会が主催したグリー
ンツーリズムの先進地視察に参加した。

○地域の自然と景観資源を求めて訪れる観光客か
ら飲食施設に対するニーズを聞き、平成20年２
月に農家レストランを、同年９月に農家民宿「き
のこの里」を開業した。

○飲食業、旅館業を開業するために必要な許認可
等の行政手続

→商工会や行政機関等に相談しながら、開業に必
要な許認可を取得した。

○地域資源を活用した特色のある料理やサービス
の提供に試行錯誤

→地元の新鮮な野菜や豆乳を使用するなどの方
法で、“体の中からキレイを育む”をコンセプトに
マクロビオティック料理を提供している。

○宿泊は１日１組限定であり、集客には
限界があるため、最高のおもてなしで１
組でも多くのリピーターを増やし、経営
を維持していく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 徳島県吉野川市美郷
・代表者 ： 川村 順一
・取組内容 ： 農家民宿、農家レストラン、産直市
・売上高 ： 約325万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員２名
・ＵＲＬ ： http://www.cnet-oe.ne.jp/kinokonosato/

恵まれたロケーションと健康志向のメニューで
最高のおもてなしを

きのこの里

○売上高
300万円（H25）→325万円（H26）

○年間来店者数
約800人（H25）→約1,300人（H26）

○都市部との交流を深めることにより、
新たに定住する者が増加

提供する料理

【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】

きのこの里

<生産部門>
・農産物

<販売部門>
・農家民宿
・農家レストラン
・産直市

地域の素材を生かしたおもてなしで、お客さんに気持ちよく過ごしてほしい！

・健康志向の女性をターゲットに
マクロビオティック料理をアレンジ

・「高開の石積み」（文化的景観重
要地域、日本の里１００選）を臨む
ロケーション

民宿の外観

生産・加工

<農業体験>
・こんにゃく作り
・そば打ち 等

農家民宿Ａ 農家民宿Ｂ
協力
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○癒やしを求めるニーズに応えるために美しい木
目を持つ天然木を自在に加工するため、紙のよ
うに折り曲げることもできる世界最薄水準の技術
に着目した。

○平成19年４月に起業して会社を設立した。

○内装材として使用する際の不燃性の向上
→新技術により、極力薄く仕上げることで高い不燃

性を実現した。

○薄さを追求する事により下地が透けてしまう弊害
が発生

→特殊な紙を開発してシートに貼り付けることで透
過を改善した。

○新商品を実用化して売上と所得の向上
を図り、経営をさらに発展させる。

○高齢者や障がい者を中心に地域雇用
を拡大させ、働くことによる「生きがい」
を応援して社会や地域へ貢献できる活
動を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 徳島県東みよし町昼間
・代表者 ： 代表取締役社長 近藤 清美
・取組内容 ： 構造材用化粧合板、家具等への加工
・売上高 ： 9,000万円（H26）
・雇用者数 ： パートを含む17名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.bigwill.co.jp/

世界最薄水準！
間伐材を活用した「天然木極薄つき板」の開発

株式会社ビッグウィル

○売上高
1,000万円（H19）→9,000万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
６名（H19）→17名（H26）

○障がい者就労支援施設に健常者と同
一賃金で作業委託を行い、雇用を創出
（現在10名）

天然木不燃シート「恋樹百景」

【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】

株式会社ビッグウィル

<生産部門>

・天然木材
（間伐材活用）

<加工部門>

・木材シート

<販売部門>

・構造材用化粧合板、
家具等への加工

森林整備に不可欠な間伐材作業を行い、限りある資源を有効に活用したい！

植林、下草刈り、枝打
ち、間伐、伐採の育
林サイクルの適切な
実施

天然木を世界最薄水準ま
で加工する独自技術（特
許取得）を確立し３６０度
折り曲げにも成功

木のぬくもりや癒やし
効果を求めるユー
ザーに特約店を通じ
販売

特約店

大手
メーカー等

販売
エンド
ユーザー

スライス
加工

シート
圧着
加工
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○異業種交流会において、顧客の顔を知らず、価格
決定権を持たない会社などないとの指摘を受け、
自ら加工販売や販路開拓に取り組む。

○規格外品の有効活用、夏季の収入確保及び雇
用創出のため、平成18年から直売及び加工品の
製造を開始した。の

○ＩＴ企業等と共同出資によって設立した「ｉ
アグリ」を通じて、ＩＴを活用した新たな流
通システムの構築を行う。

○「香川げんきネットＳＥＥＤ」、「さぬき
ファームプロジェクト」を通じて、更なる異
業種・消費者との交流をすすめ、県内の
農業の活性化に向けて積極的な活動を
行う。

イチゴも人も同じ空の下で・・・
地元業者・異業種と連携した新事業の創出

株式会社スカイファーム

○売上高
2,000万円（H16）→6,000万円（H26）

○雇用者数
２名（H16）→10名（うち正社員２名）(H26)

○主な原材料生産面積（イチゴ）
22a（H16）→75a（H26）

○来園者数
（観光農園・直売所）約３万人（H26）

観光農園・直売所

【取り組むに至った経緯】

【今後の展望】

【取組の効果】

事業実施の体制図

（株）スカイファーム

＜生産部門＞
・生食用
・加工用

＜加工部門＞
・ソフトクリーム
・イチゴ加工品 等

＜販売部門＞
・直売所
・観光農園加工用

商品

さぬきファームプロジェクト
高松丸亀町商店街振興組合 香川げんきネットＳＥＥＤ

連
携

農業体験・マルシェ・まなびカフェの運営

空中栽培で生産する甘いイチゴの価値を伝え、消費者の理解を得たい！

地面にイチゴが触れない空中栽培と天
敵昆虫の活用等による減農薬栽培

添加物不使用と砂糖の使用を極
力抑え、素材を生かした一次加工

体験農園、食育などイベントを企
画し、消費者との積極的な交流

異業種と連携してイベントを開催するなど
により消費者ニーズを把握

○農業者が価格決定権を持つ販売方式
→消費者や異業種との交流を目的に「香川げんき

ネットＳＥＥＤ」、「さぬきファームプロジェクト」を設
立して農業者の意識・知識の向上を図るとともに
情報を一元化して産直市の運営やマッチングを
行った。

○商品開発における市場ニーズの把握
→上記団体が開催する食育セミナーや料理教室等イ

ベントでマーケティングを行い、ニーズを把握した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 香川県高松市
・代表者 ： 代表取締役 川西 裕幸
・取組内容 ： イチゴの生産、加工、直売所・イチ

ゴ観光農園の運営、商店街・レスト
ランと連携した農業体験や交流会
の開催等

・売上高 ： 6,000万円（H26）
・雇用者数 ： 10名（うち正社員２名）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.skyfarm.jp

・量販店
・ＳＡ
・青果市場等
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○お遍路さんへの貸し風呂が縁で始まったミカンの
通信販売に手応えを感じ、ミカンとオリーブを用
いた加工品の製造、販売を開始した。

○平成20年には小豆島を訪れる観光客をターゲッ
トにした自家製オリーブや島の野菜を使った料
理を提供するカフェをオープンした。

○オリーブ、柑橘類の生産規模を拡大さ
せる。

○野菜やハーブ栽培を開始する。
○加工施設を新たに整備する。
○中長期滞在型観光農園を創設する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 香川県小豆島町
・代表者 ： 園主 井上 智博
・取組内容 ： ミカン・オリーブの生産、加工品（ジャム、

オイル、化粧品等）の製造、販売
・売上高 ： 46億円（H26）
・雇用者数 ： 140名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.inoueseikoen.co.jp

瀬戸内海の暖かい風に乗って
ミカンとオリーブの加工の通信販売とカフェ事業

有限会社井上誠耕園

○売上高
２億円（H15）→46億円（H26）

○雇用者数
10名（H15）→140名（H26）

○主な原材料生産面積（ミカン、オリーブ）
ミカン２ha（H15）→４ha（H26）
オリーブ２ha（H15）→７ha（H26）

○来店者数
約16,000人（H26）

ＥＸヴァージン完熟絞り
ピュアオリーブオイル

【取り組むに至った経緯】

【今後の展望】

【取組の効果】

オリーブアロマの湯

オリーブ・柑橘化粧品

事業実施の体制図

（有）井上誠耕園

＜生産部門＞
自社農地

（オリーブ・柑橘）

＜加工部門＞
・オリーブオイル
・ドレッシング 等

＜販売部門＞
・直営店舗（２店）
・通信販売

商品

契約農家

（スペイン）
加工業者
・化粧品

委託加工オリーブ供給

商品に共感して自然豊かで穏やかな風景の小豆島を訪れてほしい！

オリーブや地元野菜を用いた料理を提供、
観光客の誘致も図る

完熟前の繊細な果実を一つ一つ
手摘み

農園に隣接した加工場でフレッ
シュなうちに搾油

○オリーブの品質の均一化
→スペインのオリーブ農家と提携して原料の安定

確保を実現した。

○商品の特性やターゲットへ訴求力のあるパッ
ケージング

→島の民宿再生を手がけたデザイナーと連携し、
各商品のイメージを生かしたパッケージを作成し
た。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
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○平成13年に農業・農村の良さを知ってもらうため
に「酪農教育ファーム」の認証を受ける。

○生産者の顔が見える商品へのニーズに対応し、
イチゴの観光農園やジェラートショップといった
消費者と接する各部門の連携で顧客を囲い込み、
相乗効果を狙う。

○自社産生乳使用のチーズを原料に使っ
たピザが食べられるお店「森のピッツェ
リアⅤＡＣＣＡ」をオープンさせ、地元
（三木町鴻池地区）に10万人の集客を
目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 香川県三木町
・代表者 ： 代表取締役 広野 正則
・取組内容 ： 自社産生乳使用のジェラート・ソフトクリー

ムの開発・販売、観光農園の運営
・売上高 ： ３億8,800万円（H26）
・雇用者数 ： 21名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.hirono-farm.com

農業の魅力で地域を元気に！
観光農園、ジェラートショップ等の多角運営

有限会社広野牧場

○売上高
5,500万円（H13）→ ３億8,800万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
２名（H15）→ 21名（H26）

○来店者数
約４万人（H26）

ジェラートショップ

【取り組むに至った経緯】

【今後の展望】

【取組の効果】

ジェラート

＜生産部門＞
・生乳（生乳用・加工用）
・黒毛和種

加工品 ＜販売部門＞
・自社ジェラートショップ

＜交流部門＞
・酪農教育ファーム

＜観光部門＞
・いちご観光農園

「森のいちご」

出資

＜加工部門＞
・ジェラート
・ソフトクリーム 等

加工用

（有）広野牧場

全国の事例検証から加工販売
までの取組が有効と判断

加工原料として
自社生乳の成分分析を実施

加工販売で経営安定を図り、農業の魅力で地域を元気にしたい！

観光農園や周辺施設への来場者
からアイスクリーム需要を確認

○自社生乳の成分を活かしたジェラート開発
→畜産物利用学専門の大学教授のアドバイスの下、

成分段階から研究を行った。
○リピーターを呼べるジェラートショップの設計と建

設費の節減
→工務店勤務時代の人脈を活かしてイメージの具

現化を図り、補助事業の活用により建設費の節
減を行った。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

・消費者
・ＪＡ香川県 等
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○西予市城川町域内の過疎高齢化による産業弱
体化、地域コミュニティー崩壊の危機に対する問
題意識に寄与するため、６次産業化を決意。

○JAで営農指導員をしていた経歴から、生産農家
との連携を発揮できることに着目した。

○柚子と栗の市場価格が低迷する中で、周年での
安定取引が期待できる加工品開発に着手した。

○手作りのため、コストが増大
→コストに見合うクオリティ―の高い商品の開発や

販路開拓を行った。

○加工技術の伝承
→ものづくりを伝承するため、瓶缶詰・菓子・醤油・

みそ等の分野別の製造体制を構築した。

○愛媛県西予市産の原料を使用した新商品の開
発

→特産品であるピーマンとその葉を活用した「おや
き」を商品化した。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 愛媛県西予市
・代表者 ： 代表取締役 富永 誠司
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売
・売上高 ： 2億4,000万円（H24）
・雇用者数 ： 40名（H24）
・ＵＲＬ ： http://www.ehime-ajisai.jp/

地域農家との連携で地域を元気に！
地域コミュニティーの維持発展を目指した６次産業化による
取組 株式会社味彩

○売上高
１億6,000万円（H21）

→ ２億4,000万円（H24）

○果樹・野菜栽培面積
２ha（H21）→4.5ha（H24）

○雇用者数（パートを含む）
15名（H21）→40名（H24）

付加価値のある加工品を製造・販売す
ることで、所得を確保し、農産品の周年
出荷体制を確立。

【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】

○豊富で多彩な農産物を用いたバラエ
ティー豊かな冷凍商品の開発を目指す。

○農産物がもつ、機能性成分などに着目
した商品の開発を目指す。

（株）味彩

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・ジャム
・ジュース
・おやき 等

<販売部門>
・実演販売
・催事販売
・ Ｗｅｂ販売加工用

農業者 県・市
商品ブランド認定・

県外販促支援

・道の駅
・デパート
・スーパー

等
販売

商品

原料供給

通年での取組が可能となる６次産業化により地域を元気にしたい！

耕作放棄地を再生
利用した生産

各部門ごとの商品展開（市
販・業務・特殊技術用）無添加の加工品づくり

ピーマンの「おやき」

野菜の「ペースト」
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○平成９年から水分補給を抑制するなどの方法で
高糖度となるトマト（フルーツトマト）の栽培を開
始した。

○平成16年に取引先からの要望とパート従業員の
年間雇用を図るため、トマトジュース開発の研究
を開始した。

○保存料無添加等によるトマトジュース製造での安
全性確保

→失敗の原因究明を行い、試行錯誤を繰り返して
独自に考案した。

○ジュースの味を決めるトマトそのものの高品質栽
培

→発酵肥料にこだわり、栽培に惜しみない時間と
労力を投下し、栽培技術を確立した。

○トマトの機能性に着目した商品開発を
行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 高知県土佐市
・代表者 ： 代表取締役 池 洋一
・取組内容 ： 高糖度フルーツトマトを用いた保存料や

食塩を使用しないジュースの製造、販
売

・雇用者数 ： 27名（パート含む） （H27）
・ＵＲＬ ： http://www.iketomato.co.jp/

真っ赤なフルーツトマトへの情熱
栽培と製法にこだわったトマトジュースの販売

有限会社池一菜果園

○売上高
平成18年度から約1.3倍（H21）

○雇用者数（パート含む）
30名（H19）→27名（H27）

○主な原材料生産面積（トマト）
１ha（H19）→1.6ha（H27）

こだわりのフルーツトマト

【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）池一菜果園

情熱の結晶である高糖度トマトジュースで雇用を維持したい！

・デパート
・物産展
・アンテナショップ

＜生産部門＞
・生食用
・加工用

＜加工部門＞
・トマトジュース
・パスタソース等

＜販売部門＞

・インターネット

水分抑制と発酵肥料
により高糖度のトマト
を栽培

添加物や水を加えず、高糖
度トマトのみを使用

購入金額に応じてポ
イントを付与

加工用

生食用

商品

トマトジュース
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<生産部門>
・生食用
・加工用

○素性の明らかな植物性飼料のみで飼育したベジ
タリアンの鶏卵を「コロンブスの茶卵」として販売
していたが、飼料価格の高騰や県外品の参入に
より競合が増え、収益の向上が見込めない状況
となった。

○付加価値向上による収益改善のため、鶏卵を利
用したプリン、シュークリーム等の加工品の開発
に着手した。

○味（美味しさ）を追求した商品開発
→鶏卵以外にも、地元四万十産の原料を積極的に

活用し付加価値を向上させた。また、幅広い年代
の方を対象とした試食会を開催し、消費者ニー
ズを把握した。

○パッケージデザインの決定
→デザイナーのアドバイスを仰ぎ、オリジナルデザ

インを開発した。

○首都圏等都市部へ販売を展開する。
○地元食材を取り入れた新商品を開発す

る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 高知県四万十町
・代表者 ： 代表取締役 佐々木 貞壽
・取組内容 ： 自社産鶏卵「コロンブスの茶卵」を使用

したプリン、シュークリーム、ロールケー
キ等の開発・販売

・売上高 ： １億4,200万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員7名（H26）
・ＵＲＬ ： http://coccorando.com/company.htm

ベジタリアンの鶏卵「コロンブスの茶卵」でスイーツ開発
株式会社ぶらうん

○売上高
９千万円（H22）→１億4,200万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
６名（H22）→10名（H26）

○採卵鶏
25,000羽を飼育

○来店者数
約10万人（H26）

コロンブスの茶卵

【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】

（株）ぶらうん

・デパート
・量販店等

商品

四万十産にこだわった卵屋の自慢のスイーツにより収益を向上したい！

植物性飼料のみで育てた鶏
卵の生産

できるだけ四万十産にこだ
わった加工原材料

幅広い年齢層を対象にした試
食会の開催

<加工部門>
・プリン
・シュークリーム
・カステラ 等

<販売部門>
・直売所
「こっこらんど」
・インターネット

生食用

加工用 加工品

「コロンブスの茶卵」
を使用したロール
ケーキ
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○活きでの流通が常識である車えびは、わずかな供
給量の増減で相場が大きく変動するため、安定し
た経営が困難なことから、出荷時期の調整を着想。

○養殖車えびは成長が気候に左右され、需要の関
係から出荷時期が集中するため、価格の変動が
激しく、経営を圧迫していたが、消費者への提供
は必ずしも生きたままされていないことに着目。

○平成21年に高度冷凍技術を活用した凍結機を導
入し、活き車えびと遜色のない高品質冷凍車えび
を安定供給して販路を拡大。

○高品質な冷凍技術の開発
→製造試験を繰り返し、テスト販売や料理人による

試食を重ねて、活き車えびと遜色のない冷凍技術
を確立した。

○活き車えびとは異なる、冷凍食品として求められ
る品質管理

→選別、冷凍、保管等の各段階における品質管理
の仕組みを構築し、それを徹底している。

○活き車えびでは供給できなかった新たな
販路を開拓して車えび全体のマーケット
を拡大し、車えび全体の価格上昇につな
げたい。

○平成25年に農林漁業成長産業化ファンド
の出資を受けた子会社である沖縄栽培
水産（株）による車えびの周年生産と安
定供給の実現を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福岡県福岡市中央区舞鶴3-6-23-708
・代表者 ： 尾崎 孝義
・取組内容 ： 車海老の養殖・加工・販売
・売上高 ： ５億円（H26）
・雇用者数 ： 31名（パート含む）
・ＵＲＬ ： http://takusui-ebi.com/

○売上高
４億5,000万円（H22）

→ ５億円（H26）
○養殖面積

24.5万㎡（H22）→ 31万㎡（H26）
○雇用者数（パート含む）

30名（H22）→ 31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】

活き車えびにも負けない！
高度冷凍技術を用いた冷凍車えびの新しい販売方式

株式会社拓水

（株）拓水

<生産部門>

・車えび

<加工部門>
・活き〆め
冷凍車えび

冷凍用

・試験研究機関
・大学

・市場
・小売業
・飲食業

等

販売

商品

活き車エビ <販売部門>

・直売所

高度冷凍技術を活用して活きと遜色ない車えびを
周年安定供給したい！

直接販売の拡大に伴
い、水産物の営業知
識を持つ人材を雇用

活き車えびと遜色の
ない高度な冷凍技術
の確立

養殖技術支援
製造技術支援

出荷シーズン終了後に
養殖池の水を抜き、砂
床の耕転、天日干しによ
る水づくり

冷凍車えび
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○市場価格が低下したため、平成８年に梨やぶど
う狩りができる観光農園を開始。

○平成10年には果樹園内に都市農村交流を目的
とした施設を建設し、試行錯誤の末、自家生産
の果物や地元農産物を使ったランチバイキング
レストラン事業を開始。

○地元の野菜や果物をメインとし、旬に合わせてメ
ニューを毎月７割更新するなど、リピートして訪
れたいレストラン運営を展開。

○飲食業の経験がない中で、平日の集客の工夫な
どレストラン経営の難しさ

→女性にターゲットを絞り、旬の野菜や果物を中心
としたランチバイキングへ変更した。

○リピーターが増加するための工夫
→飽きのこないよう、女性スタッフの感性でメニュー

の７割を毎月更新した。

○事業を継続的に向上させる。
○小ロットでできる加工品を増やす

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福岡県田川郡川崎町安眞木4408-11
・代表者 ： 杉本 利雄
・取組内容 ： 農産物の生産販売、観光農園、加工品

製造販売、レストランの運営
・売上高 ： 6,500万円（H25）
・雇用者数 ： 20名（パート含む）（H25）
・ＵＲＬ ： http://laputa-f.com/

○売上高
500万円（H10） → 6,500万円（H25）

○雇用者数（パート含む）
２名(H10） → 20名（H25）

○来店者数
約６万人（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】

【取組の効果】

地元「筑豊・田川」の野菜・果物にこだわりたい！

豊富なメニューのバイキングレストラン運営
有限会社ラピュタファーム

近隣生産者

（有）ラピュタファーム

地元産にこだわった旬のメニューを食べに、リピートして訪れてほしい！

地元産の野菜・果樹のほか、卵や小麦、調味料
に至るまで厳選品を使用

<生産部門>
・梨
・ぶどう

<加工部門>
・バイキング料理
・ジャム
・調味料 等

<販売部門>
・レストラン
・加工品直売
・観光農園加工用

野菜、果樹等

旬に合わせ毎月７割のメ
ニューを更新

生食用

レストラン外観

厳選素材を使用した調味料など地元の旬の素材を
使った手づくり料理
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○ねぎを生産して約40年、平成９年に知事から逸品
づくり農業者「ねぎ名人」を授与された。

○中国等アジア地域から安価な生鮮品が輸入され、
競争の激化による売上高減少への危機感が高ま
り、加工品の製造販売による付加価値向上を決意。

○首都圏の見本市に出展した際に、ねぎ加工品の
高い市場性を感じ、土や水にこだわって栽培した
ねぎを用いて、平成21年から乾燥ねぎ、ねぎスー
プ等の加工品の開発を実施。

○ねぎの風味や旨みを残しつつ、消費者ニーズを捉
えた商品の開発

→類似品の商品調査と取引先等から市場ニーズを
把握した。

○加工品の新たな販路開拓
→取引先である量販店等への営業を強化するととも

に、展示商談会へ積極的に参加した。

○生産性と品質管理をさらに高め、乾燥ね
ぎパウダー、ねぎペ－スト等の新商品開
発を行う。

○消費者向けの店頭販売やネット販売等
の新たな販売ルートを構築する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 佐賀県伊万里市二里町八谷搦926
・代表者 ： 前田 清浩
・取組内容 ： 伊万里小ねぎの生産、加工及び販売
・売上高 ： 5,900万円（H24）
・雇用者数 ： 25名（H24）
・ＵＲＬ ： http://www.imari-gf.com/

○売上高
3,000万円(H3)→5,900万円(H24)

○小ネギ栽培面積
106a(H3)→ 236a(H24)

○雇用者数（パート含む）
９名(H3) → 25名(H24)

【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】

ねぎ一筋４０年！
土や水にこだわるねぎ名人の６次産業化

有限会社伊万里グリーンファーム

ねぎハウスと「ねぎ名人」前田さん

土や水にこだわって栽培する名人の作る自慢のねぎを味わってもらいたい！

玄界灘海水塩のシンプルな味
付けで香り・風味を生かす

商品を使用したオス
スメレシピを紹介

堆肥による土づくり
と水へのこだわり

（有）伊万里グリーンファーム

<生産部門>

・生鮮用
・加工用

<加工部門>
・乾燥ねぎ
・ねぎ塩
・ねぎスープ 等

<販売部門>

・直売所
・インターネット

販売

商品加工用

生鮮品

加工品「香・ねぎ塩」
と伊万里ねぎ

加工品「ねぎスープ」

・青果市場
・量販店
・食品卸問屋
・旅館（売店）
・飲食店

等
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○規格外品の有効活用を図るため、ジュースの製
造・販売を行っていた。

○おいしさに対する評価がクチコミで広まり、さらに
美味しく、安心して食べられる商品に特化しようと
考え、減農薬栽培に取り組んだ。

○海外の冷凍ジュースのおいしさに驚き、取組の重
要性を感じ、独自のジューサーで美味しい完熟み
かん果汁だけを搾った「贅沢搾り」のジュースや、
加熱殺菌による風味低下を抑えた冷凍ジュースを
開発した。

○ジュース、ジャム製造でのアク取り、殺菌などの製
造方法の確立

→機械に頼らない手作りでの製造により対応できた。

○細胞を傷つけずおいしく冷凍する方法の確立

→細胞を傷つけない急速凍結庫を導入した。

○食べ物にも使えるアロマオイルの製造・
販売を行う。

○オーガニック栽培技術を確立してクレメン
ティンの新たな早生系品種を導入・栽培
する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 佐賀県藤津郡太良町大字太良4144
・代表者 ： 田島 彰一
・取組内容 ： 農産物の生産、柑橘の生産・加工・販売
・売上高 ： 1,800万円（H24）
・雇用者数 ： ４名（パート含む）
・ＴＥＬ ： 0954-67-0513

○売上高
800万円(H14) → 1,800万円(H24)

○栽培面積
３ｈａ(H14) → ５ｈａ(H24)

○雇用者数
２名（家族経営）(H14) → ４名(H24)

【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】

おいしいジュースをさらにおいしく！
減農薬栽培みかんを使用した冷凍ジュースの開発

合同会社田島柑橘園＆加工所

スペインから新しい柑
橘品種「クレメンティン」
を導入

合同会社田島柑橘園＆加工所

おいしさにさらに磨きをかけたこだわりジュースを
多くの人に味わってもらいたい！

<生産部門>

・クレメンティン
・ポンカン
・不知火 等

<醸造部門>

・ジュース
・冷凍ジュース
・ジャム 等

<販売部門>

・インターネット
・直売所

独自のジューサーの活用
と加熱殺菌による風味低
下を抑えた冷凍ジュース
の開発

商品の価値を直接消費
者に伝達

スパウト（冷凍）ジュース

「独自ジューサー」
搾りのジュース

スペインから導入した
「クレメンティン」
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○自社の新鮮な産みたて卵を大小いろいろなサイズ
で詰め合わせた箱売りによる販売方式により、消
費者の購買意欲が高まることに着目。

○主力商品である「朝取りたまご」を１箱３ｋｇ1,234円
で販売する従来にない販売方式により九州全土に
顧客が広がり、地元農産物の直売所、たまご・鶏
肉を中心としたレストラン、健康食品の製造を展開。

○直売所に農産物を出荷してもらうため、地元生産
者との信頼関係の構築

→座談会を通じ、地元住民の理解と協力を得る。
○安定的な雇用の確保
→60歳以上を新規採用して団塊の世代の働き口を

提供することとした。
○顧客の確保
→ポイント機能付きメンバーズカードを発行して顧客

の確保と顧客情報のデータベース化を行った。ま
た、定期的にDMを発送してリピート客を確保した。

○通販事業の売上げを伸ばしていく。
○地域と共生し、地域と一体となったまちづ

くりを行い、コッコファームの存在価値を
さらに高める。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 熊本県菊池市森北1077
・代表者 ： 松岡 義清
・取組内容 ： 鶏卵鶏肉の生産、農産物の直売所、レ

ストラン運営、健康食品の製造販売
・売上高 ： 25億4,000万円（H26）
・雇用者数 ： 166名（パート含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://cocco-farm.co.jp/

産みたてのおいしい卵を多くの人に味わってほしい！
九州全土に広がる新たな卵の販売方式「朝取りたまご」

株式会社コッコファーム

○地元生産者250名と連携
○売上高

25億4,000万円（H26）
○雇用者数

166名（パート含む）（H26）
○来店者数

約110万人（H26）
○平成25年度６次産業化優良事例表彰「食

料産業局長賞」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】

【取組の効果】

卵

地元生産者
（稼働180名） 農産物

惣菜

にんにく卵黄

食品加工

直売所（物産館）

レストラン（たまご庵）

バナナ館養鶏
8万5,000羽

卵：7万個／日

卵

通販会社

地域活性化座談会
（地元）

連携

（株）コッコファーム

お客様情報をデータベース
化（メンバーズカード発行）

産みたてのおいしい卵を多くの人に味わってほしい！

鶏糞

朝取りたまご
3kg/1,234円

たまご庵 全景



○平成23年にオランダのホテルで目にしたボトルフ
ラワーの美しさと、いつまでも色褪せない不思議さ
に衝撃を受け、帰国後、洋ランの規格外品を用い
て開発に着手した。

○高価なランでも、手入れが不要で長持ちすること
からヒットを予感し、事業性を確信した。

○満開に咲いた出荷できない花を用いて、ボトルフ
ラワー加工を行い、インターネット販売や輸出等を
実施した。

○花びらの枚数が少なくて大きいランはドライ加工
が技術的に困難

→乾燥期間や作業場の温度や湿度を分析し、２年
間の試行錯誤の末、ドライ加工技術を習得した。

○新規事業立ち上げによる人員や資金の確保
→若いパート社員を４名雇用したほか、国の補助事

業を活用した。
○国内にない商品のため業界も懐疑的
→試作品サンプルを配布して信頼を獲得した。

○手入れが不要で、永久保存も可能という
特長を生かし、お供え用などの商品を開
発する。

○地域の特産品に育て、島に50人の雇用
を創出して地元への貢献を図りたい。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 熊本県宇城市三角町戸馳397
・代表者 ： 宮川 政友
・取組内容 ： 洋ランの生産・販売、ボトルフラワーの

製造・販売
・売上高 ： ２億9,000万円（H25）
・雇用者数 ： 30名（パート含む）（H25）
・ＵＲＬ ： http://www.livingorchid.com/

○売上高
２億5,000万円（H23）

→ ２億9,000万円（H25）
○雇用者数（パート含む）

25名（H23） → 30名（H25）
○楽天市場人気ランキング一位獲得

（フラワー部門 2013年9月時）

【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】

消費者にいつまでも美しい花を届けたい！
日本唯一の洋ランのボトルフラワー開発と販路開拓

有限会社宮川洋蘭

ボトルフラワー

直売

花市場

店舗直送

ネット販売

イベント

法人ギフト

販売チャネル

自社にしか製造出来ない蘭のボトルフラワーを通じて
消費者に蘭の魅力を伝えたい！

（有）宮川洋蘭

生花での出荷ができ
ない満開の花弁を有
効活用

乾燥期間や作業場の
温度、湿度等の最適
な環境を分析

<生産部門>
・洋ラン

<加工部門>
・ボトルフラワー

<販売部門>
・ネット販売
・輸出

鮮度や検疫の問題が
ないことから、香港へ
の輸出を開始

ＪＦＩトレードフェア2013
ベストプランツ賞
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○果汁製造のため、毎年、大量に廃棄される果皮の
有効活用を着想し、マーマレードを開発して知人
におすそ分けしたところ、好評だったことから、近
所の人と本格的に加工を開始した。

○平成20年に「おおいたワンコインふるさとコンクー
ル」で最優秀賞を獲得したことから、商品への問い
合わせが増え、平成21年に加工施設を整備した。

○完熟カボス果汁やマーマレード、摘果したカボス
の甘露煮等を製造・販売を行うとともに、カボス狩
りや加工品製造体験等の都市農村交流を実施。

○カボスの風味を生かした加工技術の確立
→設備の整った加工施設を整備するとともに完熟し

たカボスを用いて風味を最大限生かして、デパー
トや業務用向けとして販路を開拓した。

○青果カボスの販路開拓
→市場にあまり流通していなかった完熟カボスの販

売を行い、冬の鍋シーズンに向けて販路を拡大し
た。

○カボスの生産体制を見直すとともに、自
社では不足する原料は周辺農家との契
約栽培を目指す。

○青果販売ができない規格外品の有効活
用を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：大分県豊後大野市緒方町冬原832-3
・代表者 ：進藤 充啓
・取組内容 ：かぼすの生産加工、かぼす狩り、加工品

製造体験等の都市農村交流
・雇用者数 ：9名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.anesan-kobo.com/

特産品であるカボスにより自然豊かなふるさとを守りたい！
自然豊かな里山の「かぼす」を全国へ発信

あねさん工房株式会社

○青果の販売増に伴い栽培面積を増加
○売上目標の早期達成

（総合化事業化計画の目標を２年前倒
し）

○雇用の拡大

【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】

あねさん工房（株）

<生産部門>

・青果出荷用
・加工用

<加工部門>
・加工品
（マーマレード、甘露煮、
ポン酢等）

<販売部門>

・ゆうパック
・インターネット
・直売所

加工用

・デパート
・業務用実需者

等

販売

商品

高齢農家の農園を借りて
栽培面積を確保

未利用だった果皮や摘果
の有効活用

都市農村交流を積極的に
実施して観光客向けに販
売を展開

特産品であるカボスにより自然豊かなふるさとを守りたい！

青果

かぼす果汁

かぼす青果
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○平成22年にニンニク、 平成23年に生姜の栽培を
開始した。

○青果販売の量的拡大だけでは収益性の向上が困
難と判断し、自らが生産するニンニク、生姜を使っ
た加工品（匂いの少ないニンニクペースト、生姜
ペースト）開発・販売に取り組む。

○収穫時期における労力の集中
→収穫作業の機械化と貯蔵施設を整備した。
○原料・製品の増加に伴う輸送コスト増と品質を維

持するための輸送手段の確保
→冷蔵トレーラーを有する運送業者と連携した。

○商社等への販路を拡大する。
○ニンニクのパウダーや乾燥チップ等の新

商品開発を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県都城市高城町6226-5
・代表者 ： 牧田 信良
・取組内容 ： 農産物の生産、加工
・売上高 ： 10億2,000万円（H25）
・雇用者数 ： 58名（H25）
・ＵＲＬ ： http://www.taiyofarm.com/

異業種と共同研究して開発した新技術を活用！
脱臭ニンニク、生姜のペースト加工・販売事業

有限会社太陽ファーム

○売上高

５億5,000万円(H22)
→ 10億2,000万円(H25)

○栽培面積
１ｈａ (H22) → ５ｈａ(H25)

○雇用者数（パート含む）
40名(H22)→ 58名(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】

【取組の効果】

事業実施の体制図

（有）太陽ファーム

<生産部門>
・ニンニク
・生姜

<加工部門>
・ニンニクペースト
・生姜ペースト

等
（株）マキタ運輸

製
品
貯
蔵
・

輸
送
の
連
携

・小売
・卸

（デパート・大手スーパー・
大手餃子チェーン）

販売

原
料
輸
送

の
連
携

儲かる農業の手本になるよう会社を発展させ、
農業の担い手を増やしたい！

加工食品の開発に
併せ生産量を増加

他業種との共同研究で新技術
による加工食品を開発

ニンニクペースト・生姜ペースト

加工、冷凍・冷蔵施設
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○製材時に発生する規格に満たない端材がバイオ
マスエネルギーとして有効活用できることに着目し、
原価割れで販売していた端材をバイオマスエネル
ギーとして活用することで、価値を生み出し、経営
の改善が期待できることから事業化を決意。

○燃油の高騰に対応するため、端材を燃料とする木
質バイオマスボイラーを導入し、木材の乾燥に必
要なエネルギーの自社供給を実現した。

○施設整備に要する費用の調達

→関係機関へ施設整備に係る支援策の相談を行っ
た。

○通年稼働に必要な燃料（チップ・バーク）の確保

→山林の管理を徹底し、山林内に放置されている
「未利用間伐材」や樹皮などを燃料として活用した。

○集成材をプレカットしてパッケージ化し、
韓国の伝統木造建築「韓屋（はんおく）」
の構造材キットを製造・輸出。

○端材を利用した国産割り箸の生産・販売
を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県日南市南郷町榎原甲2091
・代表者 ： 吉田 利生
・取組内容 ： 製材業、住宅用部材・建築用部材、製廃

材チップの製造販売
・雇用者数 ： 87名（パート含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http:// www.yoshidasangyo.net/

○バイオマスボイラーの導入により、外注
すると年間約3,000万円掛かる木材の乾
燥を自社で賄うことにより、コストを削減。

○山林内に放置されている「未利用間伐
材」や樹皮の有効活用を実現。

【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】

森林の価値を向上させる地域企業を目指す！
製材時に発生する端材を有効活用して木質バイオマスエネ
ルギーに転換 吉田産業株式会社

吉田産業（株）

<生産部門>

・端材（チップ・バーク）

<活用部門>

・木質バイオマス燃料

森林の価値を向上させる必要不可欠な地域企業を目指したい！

杉を製材する際に大量に発生する
端材と店舗から回収した自社生産
の使用済み割り箸を活用

端材を木質バイオマス燃料として使
用し自社の木材乾燥のコストを削減

加工用「チップ」

バイオマスボイラー施設

間伐材 伐採現場
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○平成16年に有限会社福冨農産を設立した。
○平成23年に米の消費拡大を図るため「米粉」を

キーワードにスイーツカフェ
“Fukutomi Farm Garden Aya”を開設。米粉パン、米

粉ロールケーキ、米粉シフォンケーキ等を提供す
る。

○異業種との連携で商品づくり、ブランド確立を図る。

○米粉を主原料とした商品開発
→専門機関との連携や専門職人の採用により、米

粉の特性を活かした商品を開発した。
○商品のパッケージ・デザインの決定
→地元のデザイナーとの連携してデザインを検討

した。

○地元の農畜産物を活かし、消費者ニー
ズに合った商品作りを継続する。

〇多彩な事業展開により地域内雇用を拡
大していく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県東諸県郡綾町大字北俣1423-2
・代表者 ： 浮邉 博之
・取組内容 ： 農産物の生産、米粉パン・米粉菓子製

造・販売、ショップ＆カフェの運営
・売上高 ： 2,600万円（H26）
・雇用者数 ： 9名（パート含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.ffg-aya.com/

特産品で農業の魅力を伝えたい！
農地の真ん中のスイーツカフェから米粉商品発信

有限会社福冨農産

○売上高
2,300万円（H24） →2,600万円（H26）

○雇用者数
９名（パート含む）（H26）

○来店者数
約26,000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】

農業生産法人（有）福冨農産

<生産部門>

・米（主食用）
・米（加工用）
・野菜（生食用）

<加工部門>
・米粉パン
・米粉スイーツ（焼き菓子）
・米粉スイーツ（生菓子）
・みそ
・餅（正月用）

<販売部門>

・直売所
・レストラン
・インターネット

加工用

地元生産農家 ・食品開発メーカー
・オーナーシェフ

商品開発・製造技術支援

・スーパー
・道の駅
・空港

等

販売

商品

原料提供

ビジネスとしての農業の魅力を広く伝えたい！

消費者の求める品質、
価格帯を想定し、コスト
管理意識を高める

食生活の変化を受け、パン
食需要の取り込みを図る

注目を集めるよう、
テレビ、雑誌への露
出を活用

Fukutomi Farm Garden Aya 米粉スイーツ

米粉を使用したパン
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○豊富な食物繊維に着目し、輸入品が大宗を占める
キクラゲの国産品への需要のシフトに期待した。

○平成20年製糖会社から子会社を買収して事業を
開始し、工場を整備して本格生産に着手した。

○敷地内にある製糖工場から出るサトウキビの絞り
かすからバガスを培地として利用したキクラゲの
加工品を製造した。

○キクラゲの総菜や栄養成分を活用した
健康補助食品を開発する。

○大都市を中心とした販売戦略の推進す
る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鹿児島県大島郡和泊町皆川865
・代表者 ： 今井 宏毅
・取組内容 ： キクラゲの生産・加工・販売
・売上高 ： 6,300万円（H27）
・雇用者数 ： 18名（H27）
・ＵＲＬ ： http:// www.okierabukinoko.com/

○売上高
4,000万円(H23) → 6,300万円(H27)

○キクラゲ生産量
38トン(H23) → 52トン(H27)

【取り組むに至った経緯】

【今後の展望】

【取組の効果】

豊富な食物繊維に着目！
沖永良部島の特産品であるキクラゲの加工品開発

沖永良部きのこ株式会社

キクラゲ加工品

ダニや害菌による品質低下を
防ぐためのクリーンルーム内
における自動接種機

沖永良部きのこ（株）

<生産部門>

・生食用
・加工用

（株）ナチュラルファーム

<販売部門>

・全農
・コープ

食品製造業者

販売

商品

委託加工

<加工部門>

・生キクラゲの加工
・サプリメントの開発

販売先への交渉

輸入品に頼っているキクラゲ市場を国産品へシフトさせ
食物繊維が豊富な自然の恵みを届けたい！

鹿児島県南西諸島の基幹作物
であるサトウキビの絞りかすで
あるバガスを培地としてキクラ
ゲを通年栽培に成功

乾燥キクラゲのほか乾燥粉末
化してサプリメントを開発

９５％が輸入品であるキクラゲ
は国産品への需要のシフトが
期待

○ダニや害菌による品質低下

→フィルムを使用した菌床を開発し、防除することが
できた。また、フィルムを使用したことにより無農薬
栽培を確立した。

○サトウキビを活用した栽培方法等のノウハウの確
立と普及

→サトウキビの絞りかすを活用した生産方法を企業
と共同開発し、特許を申請した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
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○石垣の海と美しい夕焼けの景色を、地域の人に
見て喜んでもらいたいという想いがあり、その景
色を活かせる仕事として酪農を開始した。

○生乳の販売だけでは経営的に成り立たず、生乳
の加工に着手。参入の手軽さからジェラートの製
造・販売を開始した。

○暑さに弱いホルスタインの飼育。
→牛舎を整備してホルスタインの飼育環境を改善

し、飼養規模の拡大を図った。

○経営安定化のための加工・販売事業の拡大。
→２店舗目の直営店を開設した。

○牛乳加工品（ソフトクリーム、ヨーグルト
等）の開発と、乳用牛の更新牛を活用
した牛肉加工品の開発に取り組むとと
もに、それぞれの加工施設を整備する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：沖縄県石垣市
・代表者 ：代表取締役 伊盛米俊
・取組内容 ：酪農及びジェラートの製造・販売
・売上高 ： 1億6,000万円（H26）
・雇用者数 ： 20名（H26）
・ＵＲＬ ： －

石垣島でホルスタインを飼育！
自家製牛乳や地元農産物を活かしたジェラート開発

農業生産法人有限会社伊盛牧場

○売上高
6,000万円（H23）→1億6,000万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
8名（H23）→20名（H26）

○飼養頭数
70頭（H23）→130頭（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】

原料供給

（有）伊盛牧場

<生産部門>
・生乳生産
・更新牛利用

<加工部門>
・ジェラート
・ハンバーグ
・ヨーグルト

等

<販売部門>
・直売所
・カフェ
・インターネット加工用

地元果樹,野菜
契約農家

食品メーカー

商品開発・製造
技術支援

乳業メーカー

商品

生乳販売

・島内ホテル
・レストラン

販売

石垣島のきれいな景色を楽しみ、石垣島らしいものを食べてもらいたい！

牛舎を改造して暑さ
に弱いホルスタイン
の飼育環境を改善

石垣島の特産品を活
用した無添加・無着色
のジェラート開発

石垣の海と美しい夕
景を眺めることがで
きる場所に直売所を
開設

「ミルミル本舗」空港店

自家生産牛乳のジェラート

加工直売所「ミルミル本舗」




