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生産者の結束と新しい試みで、米の商流に変革を
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百笑市場は、イノベーションなくして持続的な農業生産はかなわないと考え、変化対応
力を強みに地域の生産者と様々な試みを行うと同時に、多くの独創的な施策に取り組

み、既存の型にはまらない商流を生み出して来ました。

日本国内では人口減少、コメの喫食率の低下から、毎年約10万トン以上もの需要が
減っており、 一層市場の不透明さが増し、作っても売れない時代がす でに来ています。

この様な時代に百笑市場が出来ることはなにか。

2023年、時代の変化に合わせて新規の市場を開拓し、 最上流に位置する生産者であ
ることを武器に、日本の食文化の象徴である米を生産、販売、輸出して参ります。
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本物の和食の味を世界中の人々に広める 国内の需給安定、生産農家
の所得向上 世界への食料供給に寄与出来る存在を目指して行きます。

創業理念 /Corporate Philosophy



代表メッセージ/CEO Message
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平素よりご高配を承り、誠にありがとうございます。

百笑市場は、「百姓が笑っていられる会社を創る」 というビジョンを掲げ、生産者が設立を
したコメ卸法人です。

時代の変化が著しく、分業化が当たり前の産業の中、「生産」「加工」 「流通」「販売」を一
気通貫で出来ることを強みに、 幾多の困難を乗り越え、創業以来事業拡大を続けて参り
ました。

2023年に輸出開始から８年周年目を迎え、茨城県産米の海外仕向先は12カ国、1200トン

を突破、年内に2000㌧、18カ国の輸出販売拡大を予定しています。
米国、カナダ、香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、フィリピン、インドネシア、ク
ウェート、ナイジェリア、イスラエル、オランダ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン、スイスなど。

2021年秋より開始した国内業務用米の契約栽培量も500㌧を超え、生産と需要をマッチさ
せた販売を行っております。

今後も、輸出を軸に国内の事業も育てながら、 「生産者の結束と新しい試みで米の商流
に変革を起こす」をゴールに掲げ、持続可能、恒久的な農業生産を推進して参ります。

代表取締役 染野 実
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1．会社概要（2023年/1月時点）

会社名 株式会社百笑市場

所在地 茨城県下妻市赤須522-1

設立 2011年10月19日

主な事業 米卸、輸出,加工、資材、燃料販売

資本金 1,730万円

取引
金融機関

常陽銀行、筑波銀行、茨城県信用組合

代表者 代表取締役 染野 実

役員
（敬称略）

飯ヶ谷 俊弘
石島 和美
稲川 隆
小林 勝憲
小林 稔
坂入 隆
染野 実
谷中 英男
長谷川 有朋
菊地 一樹

従業員数
（役員を含まない）

７名（2021年9月1日時点）

主要
販売先

株式会社クボタ 様
全国農業共同組合連合会 様
ゼンショーホールディング 様
豊田通商 様
KCセントラル貿易 様
North American Food Inc. Co. 様
JFC JAPAN Inc. 様

主要
仕入先

茨城県産米輸出推進協議会
その他生産農家・卸
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l ８人の大規模コメ生産農家が国内の需給安定を図ると共に海外に市場拡大する為に起業

l 販拡に向け徹底した価格競争力の強化と農家への収益還元を最優先とする事業方針



l 生産農家創業のコメ卸法人、一気通貫、直接取引による価格競争力。

l 約200人の契約農家による大規模生産能力。安定供給に対応

l 精米加工設備は2022年サタケ最新設備導入、FFSC22000の運用開始。

l ブロックチェーン技術を駆使し、サプライチェーン上のトレーサビリティの可視化（2023年予定）

2. 百笑市場の特徴
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安定品質・安定供給・競争力ある価格



l 設立直後60㌧を輸出し、順調に売上を拡大。

l R5年産は約2100㌧を出荷予定。

3．輸出の取組・沿革

沿革

2011年 • ライスアンドグリーン石島のグループ会社として株式会社百笑市場設立
• 茨城県下妻市周辺の生産者が農作物を直売することを目的とした

2016年 • 役員を県西地域の大規模コメ生産者8名に刷新
• 茨城県奨励多収品種「ゆめひたち」60㌧を米国（サンフランシスコ周辺）へ試験輸出開始

2017年 • 参画生産者が35名に増え、270㌧を生産
• 自社ブランド「茨米」を開発、米国西海岸を中心に展開開始

2018年 • 参画生産者が60名に増え、470tを輸出
• 販売地域を全米、シンガポール、香港に拡大
• 農林水産省戦略的輸出事業者に認定

2019年 • 70名の生産者に増加、740tを生産。カナダへの販路を拡大
• 炭酸ガスを充填した「冬眠茨米」の販売開始

2020年 • ライスアンドグリーン石島のグループ会社より独立、ソメノ・グリンファーム代表染野実が代表取締役社
長に就任

• 76名の生産者が参加し、970tを生産、オセアニア、東南アジアへ販路を拡大

2021年 • 国内米卸を事業統合、精米設備を内製化しFSSC22000を取得
• 契約生産農家を90名に増やし、約1,100㌧の輸出米を生産、出荷。国内は1,200トンを出荷

2022年 • 1200㌧を生産、輸出先国の新型コロナウイルスの影響が薄れ、販路拡大
• オーストラリアへ継続販売開始
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4. 取扱数量

●輸出開始時（2016年）は生産者8人、60トンだった数量も、2022年産は約100人、1200
㌧ まで増え、国内も合わせると約200人、2300トンを超える集荷、販売量を達成。
●2023年産は3600㌧以上を予定。
・生産者が運営する国内唯一の大規模生産、 輸出量を誇る企業に成長

輸出初年度

国内/ ton
輸出/ton



l 小売、直売、業務用卸し
主食用米：コシヒカリ、あきたこまち、ミルキークイーン、ほしじるし等

l 契約栽培：お客様のご要望に応じた品種、ロットで業務用米を供給

l 委託搗精米：最新の設備で品質管理された精米

l 農業資材販売：肥料、農薬、灯油、

l 海外輸出：玄米、精米

5.取扱商品紹介

輸出商品参考画像
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6.8kg/15LB
炭酸ガス真空

PB企画商品 業務用

10kg/22lb

真空包装
5kg/11LB



l 県内の生産者が主体となり、関係行政等と組織する協議会
[設立]平成28年
[生産者数]約100生産者、団体
[栽培面積]約250ha
[販売金額]3億円

[出荷量]約1200トン
[栽培品種]ハイブリッドとうごう３号、ゆめひたち、にじのきらめき、コシヒカリ、あきたこまち等

6.茨城県産米輸出協議会の概要

12

茨城県内の大規模生産者、担い手農家が多く、圧倒的な生産能力

生産者マップ常陸那珂湊での出荷式



• 令和4年度 輸出EXPO2022出展予定 (公財)いばらき中⼩企業グローバル推進機構
• 茨城県農産物海外市場開拓チャレンジ事業(コメ:⽶国中⻄部)3388千円
• Food Taipei 2022 茨城県ブース出展

ジェトロ「NRA Show 2022」シカゴジャパンパビリオン出展
• ⽔⽥リノベーション事業( R3国補正、低コスト⽣産等⽀援) 
• 令和3年度
• 農林⽔産省GFPグローバル産地港湾等連携輸出拡⼤委託事業
令和3年度
• FOODEX JAPAN2022 出展 (公財)いばらき中⼩企業グローバル推進機構
• 上海ローソンにおける⽇本産⽶プロモーション事業

沖縄⼤交易会2021出展 (公財)いばらき中⼩企業グローバル推進機構 (R2補正)
• ⾷品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策事業 108958千円
• 茨城県友好提携都市レストラン等への県産品PR事業
• 茨城県農産物海外市場開拓チャレンジ事業(コメ:⽶国中⻄部)3267千円

7.採択実績
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l 述べ50人の生産者と海外渡航20回、3万人以上の方に茨城県産米を試食して頂き、
1200トンの供給を上回る需要を生むまでに成長。

l 渡航した生産者の意識に大きな影響を与えることができ、輸出米の作付け面積拡大、
生産意欲向上に寄与している。

8.販促活動・生産者と共に商談、試食販売

参考画像
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l 日本経済新聞や茨城新聞等で定期的に取り上げて頂き、生産者へのPR等に活用

9.メディア掲載記事
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