
有限会社柏崎青果

加工技術と輸出を通じて、「黒にんにく産地」の形成とブランド化を先導

青森

● 1991年 （有）柏崎青果を設立
● 1993年 「捨てられる野菜に新たな命を」をコンセプトに規格外の野菜を加工するための加工部門を設立
● 1995年  長芋の輸出開始に伴い、輸出部門を設立
● 2006年 「おいらせ黒にんにく」を開発
● 2012年  六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定

  事業者の沿革

● 10haの土地において、長いも2ha、にんにく3ha、ごぼう1haを生産している。
● 県内の契約農家50戸とJA生産部会から野菜を仕入れ、自社工場にて洗浄加工を行い、全国のスーパー、生協に安定

  供給している。年間取扱量は長いも2,500t、にんにく400t、ごぼう600t、大根600tにも上り、年間を通して供給

  できる体制を構築している。
● グループ内に食品残渣を回収・運搬する（有）華コーポレーション、廃棄物処理・焼却を行う（有）エコプラザひばり野、

  発酵・堆肥化を行う（有）オーガニックカンパニーを持ち、「資源循環型リサイクル社会」をコンセプトとして循環型農業を

  実践している。
● 主力商品の「黒にんにく」は米国の400店超を展開するスーパーへ2013年9月から輸出を開始している。（初回

  50g×120,000袋、以後60,000袋/回で定番化。）

  事業の内容

● 所在地 ：　青森県上北郡おいらせ町秋堂54-1
● 代表者 ：　代表取締役　柏崎 進一
● 売上高 ：　2011年2月期　1,373,662千円　→　2014年2月期　1,291,440千円
● 従業員数 ：　60名（グループ全体では100名）

  事業者の概要

佐々木甚一医学博士　弘前大学
青森県産業技術センター農産物加工研究所

協同組合青森県黒にんにく協会
（組合員企業9社） 青森県中小企業団体中央会

契約農家（50戸）
JA生産部会

輸出（世界２０カ国）

にんにく農家

生産部（自社圃場）

堆肥

野菜
全国のスーパー

通販会社

消費者野菜

組合員

残渣

共同研究 共同開発

連携

連携（有）華コーポレーション
（有）エコプラザひばり野
（有）オーガニックカンパニー

JETRO青森
青森県国際経済課
青森県輸出促進協議会

通信販売

（株）柏崎青果

組合員組合員

集荷
１次加工
2次加工
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佐々木甚一医学博士　弘前大学
青森県産業技術センター農産物加工研究所

協同組合青森県黒にんにく協会
（組合員企業9社） 青森県中小企業団体中央会

契約農家（50戸）
JA生産部会

輸出（世界２０カ国）

にんにく農家

生産部（自社圃場）

堆肥

野菜
全国のスーパー

通販会社

消費者野菜

組合員

残渣

共同研究 共同開発

連携

連携（有）華コーポレーション
（有）エコプラザひばり野
（有）オーガニックカンパニー

JETRO青森
青森県国際経済課

青森県輸出促進協議会

通信販売

（株）柏崎青果

組合員組合員

集荷
１次加工
2次加工

「黒にんにく」 「海外の商談会の様子」 「牛蒡の加工の様子」

● 就農直後、「青森県産の規格外の野菜をどうしたら商品に出来るか」という課題を解決するために加工に取組もうと

  考えた。
● まだ個人農家の時代、売上高が1億円を超えたことにより、農協より組合員資格なしとなった。それ以降、自分で商品を

  売るしかないと一念発起し、生産者のニーズに対応した1次加工（洗浄、カット、真空パック）に取組み、より一層の

  規模の拡大に繋がった。
● 長芋の価格が急騰した際、大手取引先から何とか助けて欲しいとお願いされ、低価格で長芋を3年半出荷し続け、赤字を

  出し続けながら協力した。その後、いざ取引先に協力をお願いしたところ、「あの時の事は終わったこと」と断られた。

  それ以来、販路を1件だけに集中するのではなく、分散するために販路の拡大に取組んだ。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● 生産者50戸から規格外品も含めて1籠いくらという形で市場価格で買取っており、結果として市場に出荷するだけ

  よりも農家の負担を軽減し、所得の向上に貢献している。
● グループ全体で100名を超える雇用を生み出すことによって地域の働き口となっている。
● 米国には「黒にんにく」を「AOMORI BLACK garlic」として輸出しており、「青森」の名を世界に広げるとともに青森

  県民の誇りにも繋がっている。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 将来的には現在の売上比率を青果との比率が50：50になるまで加工部門の売上を拡大することによって、より経営を

  安定化させたい。
●「黒にんにく」の輸出の取引額で1億円を突破したい。そうなれば、黒にんにく用の専門部署を設置し、設備も拡張して

  さらに取引額を増やしていく。
● 現在、協同組合青森県黒にんにく協会として地域団体の商標を取得し、品質の統一化に取組んでおり、最終的には

 「黒にんにく」で世界的な展開を目指したい。

  今後の事業展開・現在の課題

●「おいらせ黒にんにく」は他の類似品とは当社の熟成技術が群を抜いている。生にんにく

  がLサイズ200円/個であるのに対し、600円/個まで付加価値を高めている。
● 取扱う野菜は95％を商品化することが可能である（例：長いも身の部分以外、漬物と残りは

  パウダー）。
●「黒ごぼう」（2011年開発）は現状唯一の特許技術を取得している。

● 青森県中小企業団体中央会の主導の下、有志9企業により「協同組合青森県黒にんにく

  協会」を設立し、理事長に就任。協会全体の売上で10億円を超えるまで拡大している。
● 海外展開においては、JETRO青森の協力の下、県内食品製造企業7社で「青森県輸出促進

  協議会」を設立し会長に就任。県内企業共同での北米進出を牽引している。
● 弘前大学と連携し、「黒ごぼう」の抗酸化作用や血糖値上昇抑制、肝臓障害抑制等の健康

  機能性について共同研究している（2014年７月に効能についての研究成果を発表）。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み
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株式会社プラザ企画

自社キッチンセンターを活用し、地元産品の商品化を支援

岩手

● 1985年   ホテル施設「プラザイン水沢」開業
● 1986年  「ホテルニュー江刺」オープン
● 1997年  「ホテルニュー江刺新館イーズ」オープン
● 2006年   日本庭園を併設した和食処「きくすい北上店」をホテル施設外に出店
● 2008年   キッチンセンターを新設

  事業者の沿革

● 主力のホテル事業（3施設）では、婚礼や各種宴会、葬祭など幅広いサービスを展開している。ホテル事業が持つ強み

 （集客、企画力）を活かし、地域の生産者・JA等と連携し食育イベント「地産地消 味めぐり（宴会）」を定期的に開催して

  いる。同イベントを通じて地元食材や地域の食文化の情報発信を積極的に行っている。
● 自社施設内のレストラン向けに、地元食材の仕入・加工を目的にキッチンセンターを保有している。また、地元生産者

  による加工品開発拠点としても利用されている。
●「きくすい（自社和食レストラン）」ブランドで、地元食材を利用した加工食品の製造・販売を行っている。製品コンセプト

  は、素材の良さを活かした加工品質の高い製品で、現在7アイテムを取扱っている。

  事業の内容

● 所在地 ：　岩手県奥州市水沢区佐倉河字後田29
● 代表者 ：　代表取締役　菊池 達哉
● 売上高 ：　2010年12月期　1,742,515千円　→　2013年12月期　1,605,554千円
● 従業員数 ：　200名（臨時雇用含む）

  事業者の概要

岩手県内の市町村
普及センター振興局

地元生産者

岩手県内JA

農産物

消費者

産直センター
（直売所）

商品
開発

協力

連携・イベント開催

イベント

イベント・フェア
「まるごと○○を食べよう」等

（株）プラザ企画

キッチンセンター

農産物加工
商品開発
製造受託

ホテル
「プラザイン水沢」

「ホテルニュー江刺」
「ホテルニュー江刺新館イーズ」

レストラン
「和食処 きくすい」
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「地元食材をメインとしたパーティｰの様子」 「自社のキッチンセンター」 　「地元食材を使った商品」

岩手県内の市町村
普及センター振興局

地元生産者

岩手県内JA

農産物

消費者

産直センター
（直売所）

商品
開発

協力

連携・イベント開催

イベント

イベント・フェア
「まるごと○○を食べよう」等

（株）プラザ企画

キッチンセンター

農産物加工
商品開発
製造受託

ホテル
「プラザイン水沢」

「ホテルニュー江刺」
「ホテルニュー江刺新館イーズ」

レストラン
「和食処 きくすい」

● 2000 年頃からこだわりの生産者のもとへ料理長が赴き、良い食材はホテルで活用するなど、地元食材による

  メニューを提供している。2004年からはホテルの地産地消ブログで本取組を紹介している。
● キッチンセンターは同社グループ向けにフリーズ商品の加工・販売を行うとともに、センター料理人の経験と技を

  生かしたメニューや商品開発を行い、県内農業生産者から、加工品開発の相談や小ロット生産の依頼にも応じている。

  なお、県内ホテル事業者において自前のキッチンセンターを保有する例は珍しい。
● 震災後は、沿岸地域の漁業者等を応援することを目的に、三陸食材をメインとした「三陸の食を楽しむ夕べ」を企画

  している。これをきっかけに地元農業生産者からより多くの食材を購入するようになり、さらに消費者へのPRの場

  となる「6次産業化まるごと応援プロジェクト」を2013年に企画し、行政と連携して生産者の商品開発支援、PR

  イベントの開催、販売支援を行う一気通貫の仕組みを構築した。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● 当社は「良い食材でないと購入しない」とのスタンスのもと、厳しい基準を設ける一方で市場価格より高く購入して

  おり、生産者の所得の向上に貢献している。
● 地産地消を推進する当社の取組みは消費者からも満足度が高く、地元食材の認知度向上に役立っている。
● 県内農業生産者からの加工品開発の相談や小ロット生産の依頼にも応じている。当社にとっては採算的に厳しい

  依頼であるものの、生産者からは頼りになる存在となっている。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 自社のキッチンセンター・料理人のノウハウを活用して地元生産者とのコラボ商品の開発強化並びに、百貨店への販売を

  強化していく。
●「6次産業化まるごと応援プロジェクト」を推進し、当社を介した農業生産者間連携や他の食品企業との連携を図って

  いく。

  今後の事業展開・現在の課題

● 当社はホテル・レストラン施設で提供する「料理」を通じて、「生産者と消費者との橋渡し」を

  しており、生産者に自らのこだわりを直接消費者にアピールできる場を提供している。
● 自前のキッチンセンターを保有することで、食材の仕入・加工・保管・配送までの計画を

  柔軟に組めるようになり、品質の向上、原価低減に寄与している。
● 地元で食育イベントを行い、自社のメニュー開発にも活用している。

● 2次・3次事業を行う当社は、JA、農事組合法人、産直施設、個人等多様な農業生産者と

  連携している。
● 料理長自ら地元生産者とキッチンセンターを活用した加工品開発を行っている。
● JAと連携して、各地域で食育イベントを開催している。また、地元行政と連携した生産者

  向けの生産技術・ビジネス化、各種制度活用支援を行っている。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み
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株式会社栄楽館ホテル華の湯

ビュッフェを通じた集客により、地元農産物の消費を拡大

福島

● 1930年  「栄楽旅館」として創業
● 1988年  「ホテル華の湯」オープン
● 2010年   ホテル華の湯でビュッフェダイニングオープン
● 2011年   東日本大震災、福島第一原子力発電所事故の風評被害により営業打撃を被る

  事業者の沿革

● 創業は昭和5年の郡山市磐梯熱海温泉の老舗旅館である。栄楽館グループは、当地に別屋号で当社を含め3旅館を

  有する。「福島」の旅館としてのこだわりを持ち、地元の野菜を中心とした料理を提供し地産地消を貫いているのが

  特色である。旅館内にあるビュッフェダイニングで、農家、直売所、旅館が協力して「福島産野菜」を使用する仕組みを

  確立し、当該ダイニングでは食材の85％を旅館から40キロ圏内で仕入れている。福島県内でも当社のように福島

  県産野菜を強く訴求した料理を提供する例は稀である。
● 当社は、県産食材の風評払拭の取組みの一環として福島県産米粉を使用し自社開発したカレールゥに地元食材を

  組み合わせたレトルトカレーを商品化した。

  事業の内容

● 所在地 ：　福島県郡山市熱海町熱海五丁目8-60
● 代表者 ：　代表取締役　菅野 豊
● 売上高 ：　2010年6月期　2,778,250千円　→　2013年6月期　2,954,553千円
● 従業員数 ：　250名（臨時雇用含む）

  事業者の概要

学校給食協会
福島県内外の

農業法人・食品会社
ご当地復興

カレープロジェクト

地元生産者

宿泊客
ホテル内レストラン
ビュッフェダイニング

小学校・幼稚園

商談会

直売所

商品開発
連携

レシピ

食事・
レシピ

農産物

（株）栄楽館ホテル華の湯

農産物

農産物加工
商品開発
レシピ開発

  ビジネスモデル・連携図
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「ビュッフェ会場」 「ビュッフェダイニング」 「米粉カレー」

学校給食協会
福島県内外の

農業法人・食品会社
ご当地復興

カレープロジェクト

地元生産者

宿泊客
ホテル内レストラン
ビュッフェダイニング

小学校・幼稚園

商談会

直売所

商品開発
連携

レシピ

食事・
レシピ

農産物

（株）栄楽館ホテル華の湯

農産物

農産物加工
商品開発
レシピ開発

● 震災後は、福島では風評被害の影響により野菜の消費量が大幅に落ちた。「売れないのなら作るのをやめよう」と

  いった風潮が生産者の間に広がっていた。その様子を目の当たりにした当社は、逆に、地産地消を謳い旅館で調理して

  ホテル客に提供し「老舗旅館でも扱っている」ことをアピールすることで風評被害払拭に取組んだ。当初、この取組み

  には様々な反応があったがそれを乗り越え、県産食材をふんだんに使ったビュッフェメニューは年間18万食を提供

  する人気メニューに育った。
● 地元食材を使った特色のあるメニュー作りのため、料理長自ら食材探しを行う。地元直売所に頻繁に通うことで生産者

  との関係を深めていった。地元野菜を使った多種多様なメインメニューを独自開発し、震災後はこの動きを更に加速

  させた。現在では、使用する食材の約85％が県産（ホテルから40キロ圏内）となっている。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● 福島県産野菜をメインにしたビュッフェダイニング（2011年7月～開催）には、約2年間で35万人以上が訪れている。

  福島産・地産地消を大々的にアピールする当社の姿勢は注目を集め、風評被害の払拭にも役立っている。
● 震災後、風評被害で生産者が経営的な困難に直面する中で、当社は地元直売所での大口需要家として地元生産者を

  支えてきた。当社との取引を機に生産規模・品種を拡大させている生産者もおり、強固な関係を築いている。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 他エリアでの会議・宴会需要へ、ビュッフェダイニングメニューを提供していく。
● 米粉を使った加工食品、野菜を使った発酵調味料の開発・販売に取組んでいく。

  今後の事業展開・現在の課題

● フードマイレージ（食材輸送距離）を40キロ圏内に設定し、朝採り野菜を売りにした

  ビュッフェメニューを提供している。
● ビュッフェでは福島県産野菜・米粉メニューを多種多様に揃え、従来の既製品に頼った

  メニュー構成に比べ低い料理原価率をキープしている。余った野菜も残らず「べジブロス」

  としてメニューの出汁に使用することで野菜の持つ味の深みを出せている。

● 当社の連携先は、個人等多様な農業生産者、産直施設、食品加工会社で、地元自治体と

  一体となった取組みを行っている。
● 老舗旅館が地元生産者と連携し、福島県野菜をメインにしたビュッフェメニューを提供

  している。積極的なプロモーションも実施し、集客に成功している。
● 県内食品会社と連携し、地元産米を使用した米粉関連加工品（カレー、餃子等）の開発に

  取組んでいる。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み

14 15



大野農園株式会社

話題性のある商品開発、プロモーションで新規顧客を開拓

福島

● 1975年   初代園主大野峯が創業。日本で3番目のりんごわい化栽培を開始
● 1983年   都内高級スーパー・果物店との取引開始
● 2012年   現社長が後継、大野農園（株）を設立。加工品事業を始動
● 2013年   日本初、スイーツピザ専門店キッチンカー「オラゲーノ」始動

  事業者の沿革

● 果実生産を核に、青果販売、果実加工・開発販売、農地イベント等の事業を行っている。栽培の内訳は、りんご470ａ、

  桃120ａ、梨70ａ、ぶどう20ａで、2014年3月現在680ａの栽培面積となっている。1975年創業時より、旧来型の

  営農からの脱却を目指し、樹体を小型に仕立てて栽培管理や収穫の能率化を図る「わい化栽培」を導入した。
● 当社の「こだわりの土（甘栗、米ぬか、炭粉、竹チップ、ミネラル、骨粉などを配合）」が育んだ平均糖度14.2度、最高糖度

  18度以上の桃、甘くて食感が魅力の梨、食味・食感・果汁・風味とも最高ランクのりんごなど、全国8,000件を超える

  固定顧客を中心に直接販売を行っている。贈答用として人気が高く、主力の桃、りんごを中心に予約販売期間で出荷

  予定数量が完売となる。
● 贈答品（A級品）として出荷できないB・C級品を使った加工品の開発事業を行っている。ジャムやジュースをはじめ、

  県内の酒造メーカーと果実酒の共同開発も行っている。

  事業の内容

● 所在地 ：　福島県石川郡石川町大字赤羽字新宿130番地
● 代表者 ：　代表取締役　大野 栄峰
● 売上高 ：　2013年4月期　35,519千円　→　2014年4月期　57,152千円
● 従業員数 ：　18名（臨時雇用含む）

  事業者の概要

地元生産者
食品会社・メーカー 異業種交流会

オーナー制度

イベント（花見・BBQ）

通信販売

自社栽培

りんご
桃
梨
ぶどう 販売店・店舗

消費者

消費者

キッチンカー

商品開発

規格外

贈答用

大野農園（株）

集荷
保管
商品開発

  ビジネスモデル・連携図

東北
ブロック
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「キッチンカーによる移動販売」「当社農園」 「フルーツピザ」

地元生産者
食品会社・メーカー 異業種交流会

オーナー制度

イベント（花見・BBQ）

通信販売

自社栽培

りんご
桃
梨
ぶどう 販売店・店舗

消費者

消費者

キッチンカー

商品開発

規格外

贈答用

大野農園（株）

集荷
保管
商品開発

● 大野社長は農業未経験者であったが、「作る人と売る人が役割を分担して、それぞれの専門性を高めていくのがこれ

  からの農業」との強い信念があり、そのためにも法人化して一年を通しての事業をやりたいとの思いがあった。その

  思いを実現するために加工・販売分野への6次産業化に取組んだ。
● 法人化し対外信用度が向上している。組織・役割作りにより専門化を進め、社員のモチベーションも向上した。
● 当社の農園は、福島第一原発から65キロに位置する。幸い、地元石川町はその地形、当時の風向きも影響し県内

  でも放射線量は低い数値ではあったものの、風評被害に苦しんだ。県内の生産者が放射能の自主検査などで安心・

  安全を前面に打ち出しても風評被害を打ち消せない現状を打破すべく、魅力のある商品開発や話題性のあるイベント

  企画に取組んだ。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● キッチンカーでのスイーツピザ販売、農園花見（桃、梨、りんご）の企画等、ありきたりの商品や宣伝活動ではなく、

  話題性のある商品やイベントの企画開発を行い生産物に付加価値を付けている。当社の取組みは法人設立後約2年間

  で、テレビ放送28回、ラジオ放送6回、新聞取材掲載14回とメディア各社で取上げられている。生産者のこだわり

  （栽培方法、青果物の特徴）を直接消費者に伝え、福島県産の青果物の魅力を発信し続ける当社の取組みは生産者の

  認知度を高め、消費者から直接生産者へ注文・問い合わせが多くなった。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● スイーツピザの通信販売、キッチンカーでの移動販売のFC化展開を図っていく。
● 地元農園と連携しての観光農園施設の開発・運営事業を計画している。

  今後の事業展開・現在の課題

● 地元農園（11件）から仕入れた果物・野菜を使った「スイーツピザ（県産果物、野菜をトッ

  ピング）」をキッチンカー（ピザ釜完備）で移動販売している。ピザのトッピング材料として

  福島県内の農家から、味自体A級品と変わりのないB級・C級品の青果物を仕入れている。
● 若年層をターゲットにSNSも活用して自社農園の魅力を伝えるプロモーションを実施

  している。

● 当社の主な連携先は、1次：地元農業生産者11件、3次：県内外28 ヵ所の固定店舗と

  なっている。
● 異業種交流も活発に行い、当社社長が中心となって地元若手経営者の会合を積極的に

  行うことで、異業種企業と連携した商品開発に取組んでいる。イベント企画では地元

  サッカーチーム（福島ユナイテッドFC）とも連携している。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み
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株式会社筑波農場
茨城

「おむすび」による米のブランド化により、観光業との融合を目指す

● 2006年   現社長が家業である農家を受け継ぎ、農業生産法人株式会社に組織変更
● 2007年   エコファーマー認定書を取得
● 2012年   六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定
● 2014年   おむすび屋「釜炊きおにぎり 筑波山縁むすび」をオープン

  事業者の沿革

● 65haの耕作地で常陸小田米を中心に、休耕田では小麦、大豆、そばを栽培している。筑波山麓に広がる水田のなか

  でも当社の生産地小田地区は良食味米産地として知られている。当社は地の利を生かすべくブランド米作りに力を

  入れている。有機肥料をふんだんに使い、農薬の使用を最低限に抑え、栽培方法（レンゲ農法米、あいがも農法米、

  特別栽培米、もち米）にこだわる。米の保管は低温倉庫で14度前後に保ち1年中最高の状態を維持している。
● 主力の米の生産実績は151ｔ（2011年実績）である。生産した米は全て直販しており、社長自らのトップ営業で小売・

  外食向けに販路を開拓している。居酒屋チェーン「芋蔵」を運営する（株）ジェイプロダクトに納品し、各店に少量ずつ

  の配送を実施しており、配送先は200軒弱に広がっている。
● 2014年7月より、本社に併設する形で直営店「釜炊きおにぎり 筑波山縁むすび」をオープン。常陸小田米を大釜で

  炊き上げ、具材は地元野菜を中心に20種類の品揃えで提供している。

  事業の内容

● 所在地 ：　茨城県つくば市小田2830
● 代表者 ：　代表取締役　小久保 貴史
● 売上高 ：　2010年8月期　94,108千円　→　2013年8月期　131,249千円
● 従業員数 ：　5名

  事業者の概要

地元農業者
商工会・
地元商業者

地域団体・
旅行会社

直 売

直営店
「筑波山縁むすび」

加工事業

米生産

農業体験

消費者

観光客

商品開発 連携

野菜

米

米

（株）筑波農場

  ビジネスモデル・連携図

関東
ブロック
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「田んぼ」 「米パック」 「常陸小田米セット」
地元農業者

商工会・
地元商業者

地域団体・
旅行会社

直 売

直営店
「筑波山縁むすび」

加工事業

米生産

農業体験

消費者

観光客

商品開発 連携

野菜

米

米

（株）筑波農場

● 対外的信用力向上のため、2006年に農業生産法人株式会社に組織変更した。その後は自社ブランド米販売で、

  小売、外食企業向けに顧客開拓で成果を上げられるようになった。直接販売によりダイレクトに顧客の要望を聞き、

  出荷方法についてもきめ細かな対応を行うことで取引を拡大させている。
● 当社のブランド米「常陸小田米」は、甘みがあり、ふっくらモチモチとした食感が評判のコシヒカリである。社長自ら行う

  トップ営業の成果もあり、法人化後は順調に取引先数を増やした。しかし、近年は米価下落傾向が続いており収益性

  の低下に悩んでいた。当社所在地は県内でも有数の米どころとして知名度があり、観光地筑波山にも近いことから、

  観光客（山登り客）をターゲットにした「おむすび店」をオープンした。6次産業化（米の生産、加工、販売）による収益性

  の改善はもとより、米を最高の炊き方で提供することで自社ブランド米「常陸小田米」のPRや農場のファン作り、

  観光地としての筑波山や周辺地域の活性化を目指している。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● つくば青年会議所、つくば市商工会との連携により、観光客に喜んで貰える新たな土産品の開発に努め、観光客誘致

  に取組んでいる。また、地元の農家と連携し、田植え・稲刈り体験とおいしい食事を楽しむイベントも毎年企画して

  いる。筑波山観光の目玉を作り、地域の農家、商工業者、行政が一体となった地域活性化に取組んでいる。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 自社おむすび店、各種イベントを通じた「常陸小田米」のブランド力の更なる強化を図っていく。
● 2014年7月にオープンした「釜炊きおにぎり 筑波山縁むすび」をつくばの農産物の魅力を発信する場として位置付け、

  つくばの農産物の評価を高めることで地元農家の意欲向上に繋げていく。
● 当社と地元商工業者、行政との連携を更に強化することで魅力ある観光地作りに取組み、筑波山観光客を増やして

  地域を活性化を目指している。

  今後の事業展開・現在の課題

● 自社で生産した米を原料として、本社併設の店舗内でおむすびの製造・販売を行って

  いる。生産・加工・販売まで一貫して取組むことで収益性の高いバリューチェーンを構築

  している。店舗は筑波山観光（山登り）の拠点に位置しており、その立地をいかして山登り

  客のランチBOX需要に応えている。
● ブランド米作りとともに、直販の販路開拓にも積極的に取組んでおり、成果を上げている。

● 地元商業者（土産屋、旅館等）、地元商工会、旅行会社、スポーツクラブ等と連携し、

  つくばへの観光客誘致に取組んでいる。
● 米粉プライベートブランド「筑波喜右衛門」を商品化して地域の地元商業者と連携し新たな

  レシピ研究や商品開発を行っている。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み
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株式会社いでぼく
静岡

徹底した品質管理と販売までの一貫体制により、都市近郊型酪農を実践

● 1970年代　  酪農と種豚の複合経営を展開
● 1989年　   酪農1本に絞る事を決意し、牛舎を建設
● 1996年　   農業生産法人（有）井出種畜牧場設立
● 2003年　   卸、加工部門を分社化し（株）いでぼく設立
● 2010年   小売部門を分社化し（株）富士山高原ECSを設立

  事業者の沿革

● 乳牛は110頭（ホルスタイン牛50%、ジャージー牛35%、ブラウンスイス牛15%）飼っており、生乳を800kg/日、

  380t/年 生産している。個人経営としては全国でも有数の生産量を誇る。
● 自社による生産・加工・販売までの一貫体制を構築しており、店舗数はFCも含めて7店舗を展開している。主に高速

  道路のSAに出店している。
● 自社農場では直営店とレストラン「大地」を運営しており、券売機ベースで年間15万人が訪れている。
● 地元の農家23名で組織した「富士の国農家直売研究会」が生産した野菜を「いでぼく認証野菜」として自社農場や地元

  のスーパーで販売している。

  事業の内容

● 所在地 ：　静岡県富士宮市北山4404-2
● 代表者 ：　代表取締役　井出 俊輔
● 売上高 ：　2010年9月期　200,133千円　→　2013年9月期　399,531千円
● 従業員数 ：　25名（グループ全体で50名）

  事業者の概要

生乳

野菜（いでぼく認証野菜）

清水エスパルス
ユースチーム

民間企業
一般社団法人
日本ショッピング
センター協会

富士の国
農家直売研究会
（農家23戸）

県内スーパー

消費者

堆肥

食育 連携チーズ開発

（株）いでぼく
加工事業

（有）井出種畜牧場
酪農事業

（株）富士山高原ECS
直営店
FC店

  ビジネスモデル・連携図

関東
ブロック
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「牛舎の様子」 「ソフトクリーム」 「いでぼく牛乳」

生乳

野菜（いでぼく認証野菜）

清水エスパルス
ユースチーム

民間企業
一般社団法人
日本ショッピング
センター協会

富士の国
農家直売研究会
（農家23戸）

県内スーパー

消費者

堆肥

食育 連携チーズ開発

（株）いでぼく
加工事業

（有）井出種畜牧場
酪農事業

（株）富士山高原ECS
直営店
FC店

● 当社の自慢は、牛舎を清潔に管理しての生乳の品質の高さだったが、視察に訪れた同業者から「こんなに綺麗に牛乳を

  搾っても、出荷して他の牛乳と混ざったら同じ」と言われ、「こんな考え方の人達の牛乳と混ざるくらいなら自分で

  販売する」と決意し、スーパー L資金で資金調達して製造設備を導入した。
● 加工事業に取組み、ふと気が付いたら売掛金が増えており資金繰りに苦労した。各部門の経理を明確化するために、

  加工事業の（株）いでぼくと販売事業の（株）富士山高原ECSを設立して分社化した。
● 店舗を出店するのはリスクが高かったが、直営店の出店とFC契約による出店がきっかけとなり、「IDEBOK」ブランド

  が周知されるようになり、売上も急伸した。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● 1次～ 3次までのグループ全体で50名の雇用を創出している。
● 牛舎から出る牛糞を自社で完熟させ堆肥にし、農家に無料提供して循環型農業を実践している。そして「いでぼく認証

  野菜」として販売した利益を堆肥にする費用にすることで事業を継続している。
● 静岡県知事や静岡県とのネットワークを活用し、新東名のSAで「富士の国農家直売研究会」の野菜を出品できる催事を

  積極的に開催し、地域の生産者に活気を与えている。
●Ｊリーグの清水エスパルスのユースチームとも提携し、栄養サポートのみならず、食のありがたさ、商品のバック

  ボーンを説明し、牛舎の見学等の食育も行っている。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 今後は1 ～ 2坪の店舗において、「ソフトクリーム＋α、」、「牛乳＋α」の付加価値を高めた事業を展開していきたい。

  特に品川や大宮、横浜等、人の動きの中心となる場所に出店を検討している。
● 東海以外の地域で第2、第3の「いでぼく」を経営できる人材を育成していき、「都市近郊型の酪農経営モデル」を全国の

  都市近郊に拡大していく。

  今後の事業展開・現在の課題

● 生産から販売までを自社で行う一貫体制を確立しており、特に衛生的に管理をした牛、

  牛舎、環境設備から生産したこだわり抜いた生乳の品質の高さが商品力に繋がっている。
● 富士宮市では「富士宮やきそば」に次に市民に認知されている程のブランド力を持って

  おり、市場に出荷すると100円/kg前後である乳価を平均700円/kgに高めている。

● 当社の堆肥を使用した地元の農家23名で組織した「富士の国農家直売研究会」が生産

  した野菜を「いでぼく認証野菜」として販売する等、乳製品のみならず地元野菜もブランド

  化している。
● 一般社団法人日本ショッピングセンター協会の会員の農家第1号となり、異業種との交流

  も積極的に行っている。第38回日本ショッピングセンター全国大会ではブース賞銀賞を

  受賞した。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み
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