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会社案内

• 会社名：（有）コスモグリーン庭好

• 所在地：浜松市南区安松町66－9

• 従業員数：35名

• 業務内容：

造園設計、施工、管理・廃物処理
業（草木類）・特殊肥料製造販売
農業・食品加工業・菓子製造業な
ど



自己紹介

出身：愛知県岡崎市

前職：外食産業

学歴：法政大学

経歴：大学まで陸上競技部に所属
し、国体2連覇、インターハイ優勝、
日本ジュニア選手権優勝など

入社後は草木のリサイクルに関わ
り、廃棄物処理施設の設置・運営
をおこなう。



農業参入検討（2009年）

• 初めての農業地元農家
や農業法人などから、ご
指導いただいた。

・さつまいも、たまねぎ、きゅ
うり、トマト、大根、ナス、
ピーマン、等を栽培した。



初めての収穫物

• サツマイモ以外はほとん
ど収穫できなかった。

• サツマイモは折れたり、奇
形、虫食いなど、既存の
流通に乗せれるものはほ
とんど無く、規格外品

・ 農業に魅力を感じ機械化、
大規模化による事業化を
目指す。



一般企業としての農業参入

農地法の改正により一般
法人のまま参入

経営の多角化

雇用の安定

地域活性化・地域貢献

農業経営の知識をつけるために

静岡大学農業起業人育成講座受講



耕作放棄地の活用
草だらけの耕作放棄地や
遊休農地を積極的に活用

耕作放棄地解消（交付金）実績

2011年 １０a

2012年 ８０a

2013年 ５５a

2014年 ２７０a

2015年 １２０a

2015年

＊耕作放棄地発生防止・解消活動表彰

全国農業会議所会長特別賞 受賞



農業生産

トラクター２台

専用収穫機２台

社員2名

アルバイト２名

中国人研修生2名

フィリピン研修生２名

ベトナム研修生２名

耕作面積１２ha

(農業トライアル、農の雇用）



規模拡大のための投資

苗場のハウス（耕作放棄
地整備事業活用）トラクタ
ー、それぞれの専用機械、

• 収穫物が売れるまでの
ランニングコストも初期
投資に含まれました。



外部要因（天候リスク）

• 2011年、浜松を直撃し

た台風にて、新築のハ
ウスが全壊、

• その他にも、冷害、猛
暑、乾燥、日照不足、
強風など、様々なリスク
をがあります。



ターニングポイント
既存のやり方での事業継続は不可
能 大規模農業に限界を感じた

問題点と解決法

①「栽培技術が未熟」

⇒青果用の栽培と販売をやめる

②「販売価格が安い」

⇒既存の流通をやめる

③「会社の規模に対してリスク高」

⇒自社単独の取り組みをやめる



農林水産省の６次産業化法認定

2011年11月

静岡県西部地区第１号認定

「浜松産サツマイモを利用
した加工商品の開発と販
売体制の構築」



農林水産省農業主導型６次産業化整備事業

「貯蔵庫の整備」

目的

長期間保存できることにより
販売や加工の期間延長

高温多湿状態で48時間貯蔵する処理
で貯蔵性の向上（キュアリング）

その後長期保管13度湿度90%で保管

他の冷蔵庫ない機能

＊加湿機能

＊暖房機能

写真



農水省農業主導型６次産業化整備事業

「ペースト工場の整備」

目的

青果流通出来ない芋をペ
ースト加工し冷凍する

今までの流通では規格外として安値で
の取引もしくは破棄処分される芋を
1次加工して付加価値を付ける

蒸し器ではなくオーブンを導入、焼き芋
ペーストとすることで差別化

＊オーブン＊皮分離機＊裏ごし機

＊真空包装器＊急速冷凍機など



農水省農業主導型６次産業化整備事業

「販売体制の構築」

目的

衛生管理体制を整備して
安心安全な加工品を製造
して販路拡大

6次産業化プランナー派遣を利用

衛生管理の専門家による、適切なア
ドバイスを受ける。

写真



焼きいもペースト



焼き芋ペースト粉末



冷凍焼き芋乱切り



オリジナルブランド

浜松といえば「うなぎ」

うなぎの蒲焼消費量が日本一
であるということは、

うなぎの廃棄物量も日本一

自社の堆肥化技術を応用た
「うなぎ堆肥」の開発

しずおか農商工連携基金事業



うなぎいもの誕生

「べにはるか」の甘みと、う
なぎの堆肥でほかには真似
できない浜松ブランド芋の
誕生！

どうやって販売すれば？？

「アグリビジネス実践スクールで検討」



「うなぎいも」プロジェクトの発足
2011年11月

西部農林事務所で「うなぎい
も」プロジェクト発足式を開催

プロジェクトメンバーを集める。
これより1社の取り組みから浜
松市民全体の取り組みに変
わる

HP、ブログ、ツイッター、フェイ
スブックによる情報発信開始



ブラントPR隊長 ゆるキャラ 「うなも」

キャラクターは公募で、

数十点の中から選ばれた

名前はHPで一般公募をしまし
た。約500名の応募があり、

一番多かった「うなも」に決
定！名付け親が全国に22

名います。

「うなも」



うなぎいもPJのメンバー集め

生産者、食品加工、流通、
販売、広告、資材、サー
ビス業、行政など様々な
業種があつまり運営を行
う。

生産者35社（者）

企業50社

個人150名



PR商品「うなぎいもプリン」開発

自社で加工・販売までを
手がけている

うなぎいもの知名度向
上させることが目的

サツマイモの濃厚な甘
みがまるでスイートポテ
トのよう。

材料など地元産にこだ
わりすべて手作り



表彰・認定など
2011年

＊新商品セレクション金賞「うなぎいもプリン」

2013年

＊新商品セレクション金賞 「うなぎいも焼きチッ
プス」

やらまいかブランド認定

2014年

＊しずおか農林水産物認証

＊食セレクション認定

＊耕作放棄地再生活動 最優秀賞受賞

2015年

＊耕作放棄地発生防止・解消活動表彰

全国農業会議所会長特別賞 受賞



各種メディアからの取材殺到

はなまるマーケット

太一×ケンタロウ男子ご飯

PON

いきなり黄金伝説

など

TV、新聞、ラジオ、雑誌な
どマスコミ取材多数



イベントでは大行列

以前はイベントでさつま
いもを販売しても全然
売れなかった

「うなぎいも」としてから
は、イベントに出店する
と行列ができることも。

売り切れするようになっ
た

「日比谷公園 地元めしフェス」
2014年3月



プロジェクトメンバーから
新商品発売

西部地区を中心に和洋菓子を
製造販売している

たこ満

「うなぎいもタルト」

「うなぎいもどら焼き」発売

浜松の新しいお土産誕生？！

現在では25社40種類ほどの関
連商品



浜松駅や高速道路SAでは

浜松駅、新東名浜松SA

浜名湖SA、お土産屋、ホテル、
旅館など

うなぎいもコーナーが設置され
ています。

全国発信の拠点となっています。



うなぎいも生産者の出資で組合設立

2013年5月

「うなぎいも協同組合設立」

品質向上

栽培面積の拡大

生産コスト削減

販売価格の安定

ブランド管理（商標権）

生産者の意識が変化



関連商品の売上から
ロイヤリティを頂き
販促費として使用
＊ＨＰの運営
＊看板
＊リーフレットやカタログ
＊着ぐるみ
＊ご当地アイドル
＊イベント出店
＊イベント主催
＊スタッフの活動費
＊商標の管理 など

きぐるみは 日本商工会議所
小規模事業者持続化補助金活用



農業体験への取り組み

収穫祭



都市農村交流への取り組み

うなぎいも
フェスタ



台湾輸出

2015年11月から台湾の
台北の百貨店3店舗で販
売開始！

静岡県の芋が台湾の百貨
店に並ぶのは初

キャラクターが決め手。



うなぎいもカフェ

２０１６年４月１６日オープン



うなぎいもが目指すもの
うなぎいもの最大の目的は「農業生産者の所得向上」で
す。

この目的達成のために、ブランド化、産地化、を行ってい
ます。

5年で 作付け面積１００ヘクタール （生産者50名）

最終的（産地化） １０００ヘクタール （生産者500名）

加工された商品として流通することで

うなぎいも関連商品の総売り上げ 50億円を目指します。



終わりに

うなぎいもは、これまでいろいろな方々の支
援・助言を受けて成長しています。この場をお
かりしまして御礼申し上げます。ありがとうご
ざいます。

この度はご清聴ありがとうございました。




