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沖縄県物産公社

株式会社御菓子御殿（旧：株式会社お菓子のポルシェ）
沖縄

沖縄産みやげの市場創造により、紅いも産地を拡大

● 所在地 ：　沖縄県中頭郡読谷村字宇座657-1　
● 代表者 ：　代表取締役会長　澤岻　カズ子
● 売上高 ：　2011年6月期　4,181,162千円　→　2014年6月期　5,134,660千円
● 従業員数 ：　571名（グループ会社含む）

● 1979年   読谷村伊良皆でドーナッツ、チョコレートケーキ、パイの製造・販売を行う
● 1986年   読谷村の村おこし事業に参加し「元祖紅いもタルト」を開発
● 1990年  （有）ポルシェ（現（株）御菓子御殿）設立
● 1992年   紅いものペースト加工を行う（有）ポルシェ食品を設立
● 2001年   御菓子御殿恩納店（御菓子御殿1号店）をオープン

● 読谷村の特産品である紅いもを使用した菓子の製造・販売を行っており、今では沖縄県全域140戸以上の生産者から

  契約栽培による全量買取りを行っている。
● グループ会社に有限会社ポルシェ食品を設立し、同社では生産者から買取った紅いもの洗浄からペースト加工までを

  行っている。
● 当社が商品化した数は300種類を超え、50%以上が紅いもを使用した商品である。
● 年間1,100tの紅いもを使用しており、「元祖紅いもタルト」だけで1年間に3,250万個、1日あたり9万個から多い時

  は16万個を製造している。
● 御菓子御殿：8店舗、パティスリーポルシェ：2店舗、Café des Tartes：1店舗を運営している。

  事業者の沿革

  事業の内容

  事業者の概要

  ビジネスモデル・連携図

沖縄
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沖縄県物産公社

「原料の紅いも」 「ハラール認証」 「県内生産者との連携商品」

株式会社御菓子御殿（旧：株式会社お菓子のポルシェ）
● 1986年に商工会からの依頼で村おこし事業に参加し、全国初の紅いものお菓子「紅いもタルト」を開発した。特産品

  と言いながら農家は紅いもを自家消費程度にしか栽培しておらず、JAにも紅いもがなかったため、当初は10戸に

  満たない農家から買取りスタートした。
● 徐々に紅いもの取扱い量が拡大し、ペースト加工において紅いもの皮を手で剥くのに限界がきたことから、（有）ポル

  シェ食品を設立し加工工場を建設した。この加工工場の建設によって農家に対して当社の熱意が伝わるとともに、

  紅いもの栽培を拡大しても当社に必ず買取ってもらえるという安心感を与えることができた。
● 発売当初は「芋にまで着色料を使うのか」と言われた。しかし、「無添加・無着色」を訴え続けた結果、美味しいと口コミで

  拡がり、キャビンアテンダントの推薦によって1995年から5年間、那覇空港発便全ての機内食に「元祖紅いもタルト」

  が採用されて知名度が上がった。

● グループ会社を含めて571名の雇用を創出しており、新たな工場や店舗を建てる度に地域から新たな雇用を生み出

  し続けている。
● 契約農家から紅いもを150円/kgで全量買取っている。さとうきびによる収入は約14万円/10aであり、1作の期間

  は12～18ヶ月である。それに対して紅いもは30万円/10aになり、さらに1年半に2期作することが可能である。

  当社が全量買取りをすることで、生産者の収入が安定し、県内において紅いも生産農家の数も拡大し続けている。
●「元祖紅いもタルト」を開発するまでは、沖縄県内のお菓子の80%以上は沖縄県外から仕入れられていた。当社が沖縄

  のお菓子のお土産市場を開拓したことによって、沖縄県内における菓子メーカーの発展にも繋がっており、その波及

  効果は極めて大きい。

  6次産業化の成果（地域への貢献）

● 国内に関しては、あくまで沖縄に来ていただいたお客様へのお土産品としてのブランドを維持していく。今後は東南アジア

  や中東等の海外に向けて輸出を拡大していく。その為に沖縄県内の菓子業界では初めてとなる「ハラール認証」を取得

  している。
● マンゴーやパパイヤ等の生産者が安定的に生産することが可能になれば、生産者との連携を拡大し、沖縄県産にこだ

  わったお土産商品を開発していく。

● 140戸以上の生産者から150円/kgで買取った紅いもを、新鮮な状態で無添加・無着色

  でペースト状に加工する独自の技術を確立することで、紅いも菓子の安定生産を可能に

  している。
● 沖縄土産の代名詞となったブランド力によって、主力商品である「元祖紅いもタルト」は、

  紅いもの価値を10倍以上に高めている。また、観光客にターゲットを絞り、エコバッグを

  配布する等、商品を広告する手法に工夫をしている。

● 沖縄県全域140戸以上の生産者から全量高値買取りを行うことによって、生産者に安定

  収入をもたらし、また、紅いも産地も離島を含めた県内各地に拡大し続けている。
● ペースト加工を行うために（有）ポルシェ食品を設立し、大型の加工工場への投資をする

  ことで、生産者に対して当社の熱意が伝わり、確固たる信頼関係が構築されている。

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

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

  今後の事業展開・現在の課題

50 51



養豚業者 ベーカリー

沖縄科学技術
大学院大学

消費者自社農場

地元農家
（14軒）

首都圏の
宅配事業者

自然食品の
卸業者

地元の飲食店

（株）クックソニア

集出荷

地元農家
（5軒）

沖縄畑人（はるさー）くらぶ

食品加工企業 ホテル 飲食店（38店舗）

やんばる畑人（はるさー）プロジェクト

農産物

農産物

営業

kaito+
（学食、マルシェ、パン販売）

連携

Cookhal
（直売所、加工場、レストラン）

株式会社クックソニア
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地元の農業者を軸とした異業種ネットワークにより、
「やんばる」の活性化を実践

● 所在地 ：　沖縄県名護市名護4607-1　
● 代表者 ：　代表取締役　芳野 幸雄　
● 売上高 ：　2011年4月期　34,627千円　→　2014年4月期　87,036千円　
● 従業員数 ：　30名

● 2009年   2月に沖縄畑人（はるさー）くらぶを発足
● 2009年   9月に当社設立
● 2010年   国産スパイスミックスの開発事業を実施
● 2011年   六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定
● 2011年   やんばる畑人プロジェクトを立ち上げ
● 2012年   沖縄科学技術大学院大学内のCafe事業（Kaito+）を受託
● 2014年   直売所、レストラン、加工場の複合施設であるCookhalをオープン

● やんばるエリア（沖縄県北部）で、農産物の生産・販売、加工品の製造・販売、レストラン経営を行っている。
● やんばるエリアの農産物を首都圏の宅配事業者等に直接販売している。空輸を使うと、14時までに集荷できれば、

  首都圏の小売店に翌日午前中には届けることが出来る。
● 主な取扱い農産物は、夏は、オクラ、ゆずる豆、ゴーヤ等、冬は、鞘いんげん、南瓜、キャベツ、ミニトマト等である。
● Cafe事業としては、地元の養豚業者、ベーカリーと連携して沖縄科学技術大学院大学の学食の運営を受託しており、

  マルシェやパン販売を併設した施設（kaito+）を運営している。

  事業者の沿革

  事業の内容

  事業者の概要

  ビジネスモデル・連携図
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「沖縄畑人くらぶの活動風景」 「Kaito+のメニュー」 「地複合施設Cookhal」

● 芳野社長は、一年中農業ができる場所を探して沖縄での就農を決意した。その後、約6年前に沖縄県北部で農地が

  借りられることになり、就農時から考えていた農家の集団化を目指して、2009年2月に8戸の農家で直接流通を

  行うための出荷集団である沖縄畑人くらぶを設立した。現在、沖縄畑人くらぶは15戸にまで増えている。
● 沖縄畑人くらぶの農産物を販売する際に、取引口座を開いてもらうためには法人口座が必要なことから、2009年9月

  に当社を設立した。
● 2010年度に「やんばるスパイス・プロジェクト」を5店舗の地元飲食店と連携して行った結果、それまで売上の

  90%以上が首都圏向けだったが、地元にも販路ができるようになった。
● 2011年4月には「やんばるスパイス・プロジェクト」を発展的に解消し、農家20戸、地元飲食店38店舗、ホテル、

  食品加工企業等で、やんばる畑人プロジェクトを立ち上げた。

● Kaito+では、原材料の40%を地元産の野菜を使用している。また、子育て中の女性を、人数を多めに雇うことで

  互いに助け合えるようにしている。
● 生産事業においては、新規就農希望者を採用し、将来の独立を支援している。
● やんばるスパイス・プロジェクトで開発した「やんばるスパイス」は、沖縄県内の応援店舗でしか買えないことにして

  おり、応援店舗の売上にも貢献できるような仕組みになっている。

● Cookhalは、2014年6月4日にスタートした。加工場については、農産物加工と畜産加工の両方が行えるように設備

  や人材を揃えており、1次加工とOEM生産を行う予定である。
● 今後の夢としては、雇用を増やし地域に根付かせたいと考えている。3年間の就農研修を経て、自走できるように育成

  していきたい。

● 芳野社長は、就農前の約15年間、食品・食材の宅配業者で営業・物流を担当しており、

  その頃に築いた人脈を活かして首都圏を中心に販路を獲得している。
● 沖縄科学技術大学院大学の学食の運営受託では、地元の養豚業者、ベーカリーと連携して、

  マルシェやパン販売を併設した施設（YANBARU HARUSAA'S TABLE Kaito+）を展開

  しており、アンケートでは約80%の学生が「満足」と回答している。

● 品揃えの拡大を目指し、新規就農者だけで集まった出荷グループ｢沖縄畑人くらぶ｣を

  立ち上げた。沖縄畑人くらぶでは、月会費を徴収し、毎月1回、元農業普及員の方を招いて、

  現地検討会と座学の講習会を開催している。
● 沖縄県北部の様々な業種の事業者が参加する「やんばる畑人プロジェクト」では、毎月1回

  の定例会を開催するとともに、商品開発部会、広報部会、交流部会を設置して活動している。

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）
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