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～食の安全・安心／消費者の信頼確保に向けて～ 東海農政局

中田代表取締役社長と、川口広報部長にお話をお聞き
しました。

↑ これまでの情報はこちら

Ａ

（（株）サラダコスモ代表取締役
中田智洋社長）

当社は、中田商店として1945年（昭和20年）に創業し
ました。当初は清涼飲料水のラムネ製造・販売を主業と
し、副業としてもやし製造・販売を行っていました。

株式会社サラダコスモ

～ラムネからもやし専業へ～
“無添加・無漂白もやしを開発”

“20年以上もやし売上高全国シェア上位を維持”

サラダコスモは、「安全・安心・食べて健康」を会社
のモットーとしています。出荷する野菜は、いち早くPCR
法を採用し食中毒菌を検査しています。PCR 法は細菌や
ウィルスを短時間で検出できます。また、もやし、スプ
ラウト類の種子は残留農薬検査などを実施し、安全な種
子を使用しています。
生産段階の安全管理としては、信州第二工場をはじめ

宇都宮工場、三木生産センター、サラダコスモ新潟、中
津川サラダ農園・本社部門の5工場で、厳しい国際食品
安全承認規格のFSSC22000の認証を取得しています。生
産する各工場に共通のものさしである食品安全のマネジ
メントシステムを採用し、お客さまの食卓に安全・安心
な健康野菜を届ける体制を構築しています。

“微生物検査には、いち早くPCR法を採用”
“5工場でFSSC22000認証を取得”

本日は、よろしくお願いします。最初に、会社概要を
教えてください。

中津川サラダ農園 信州第二工場

食品の安全・安心への取組について教えてください。Ｑ

宇都宮工場

三木生産センター サラダコスモ
新潟

Ａ

「FSSC22000」とは
食品安全管理システム認証
オランダに本部を置く食品安全認証財団（FSSC財
団）が運営する規格です。
国際標準化機構が定める国際規格である食品安全
マネジメントシステム（ISO22000）にフードディ
フェンスを含む衛生管理の要求事項を盛り込んだ
もので、GFSIスキームとして承認されています。

GFSI（Global Food Safety Initiative）とは
世界的に展開する食品企業が集まり、食品安全の
向上と消費者の信頼強化のため、協働して食品安
全管理の承認等を行う民間団体

自社検査室で行う微生物
検査の様子

これまでの清涼飲料水の主体事業から、1973年に無添
加・無漂白もやしを開発するなど会社の方向性を確立し、
1978年、先代から家業を引き継ぎました。1990年に社名
を株式会社サラダコスモに変更し、現在は、もやし、ス
プラウトなどの発芽野菜を中心に、国産ちこり、カット
野菜をスーパーマーケット等に販売しています。また、
鮮度の高い野菜を届けるため、消費地の近くに生産工場
を構え、（有）中津川サラダ農園（岐阜市中津川市）、
信州第二工場（長野県駒ヶ根市）、宇都宮工場（栃木県
宇都宮市）三木生産センター（兵庫県三木市）、(株)サ
ラダコスモ新潟（新潟県南魚沼市）を展開しており、
2020年12月には養老生産センター（岐阜県養老郡養老
町）を新設しました。全国を商圏とする野菜生産販売企
業に成長し、20年以上もやし売上高全国シェア上位を維
持しています。

東海地域で展開している食品関連企業を訪問して、企業活動の中で食品の
安全・安心と消費者の信頼確保に取り組んでいる状況を取材しています。
第13回は発芽野菜(もやし、スプラウト)を中心に製造・販売する
「株式会社サラダコスモ」にお話しを伺いました。
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サラダコスモは、野菜の栄養を正しく伝えるために野
菜の栄養の「見える化」に取り組んでいます。その１つ
として、2015年に日本初の生鮮野菜の機能性表示食品
「大豆イソフラボン子大豆もやし」を消費者庁に届け出、
受理されました。
2016年には、日本で初めて有機JAS認証「有機緑豆・大

豆もやし（オーガニック）」を商品化しました。これを
皮切りに、有機JAS法により定められた厳しい条件をクリ
アした、スプラウト類の栽培を拡大しています。安全・
安心な野菜づくりを通してお客さまの健康づくりに貢献
できる商品をお届けしたいと考えています。

Ｑ

Ａ

“日本初の生鮮野菜の「機能性表示食品」”
“日本初「有機JAS認証」取得”

Ｑ
ちこり村を開設された経緯や

特徴などを教えてください。

ちこり村は、
欧州野菜である
「チコリ」（ア
ンティーブ）の
国産化と食料自
給率向上をめざ
すプロジェクト
として2006年、
中津川市に開設
しました。「チ
コリ」は、芋(以
下「ちこり芋」
という)から生え
る芽の部分です。
地元では農業の
後継者不足によ
る休耕地の増加
という地域の課
題があり、休耕
地で 「ちこり

（生産施設）

Ａ

有機栽培や機能性表示食品に取り組まれているようで
すね。

“国民の野菜不足を解消したい”

国民1人1日あたりの野菜不足や、東海エリアの野菜摂
取量が低いことをどのように捉えられていますか。

厚生労働省は、成人1日あたり350g以上の野菜を食べる
ことを目標にしていますが、現在、どの世代においても
その量に達していない状況です。特に若い人の野菜摂取
不足が目立ちます。そこで、忙しい方や若い方でも手軽
に野菜を摂れる「便利なカット野菜シリーズ」を開発し

“農業教育型観光生産施設”

（国産ちこり・ちこり畑・ちこり芋）

開設して16年、来場者は毎年増加し、2019年度は30
万人を超えました。中津川ならではの魅力や食を伝え
る施設になっています。

「機能性表示食品」とは
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機
能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機
能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届
け出られたものです。ただし、特定保健用食品と
は異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたも
のではありません。

ました。その
中でも機能
性表示食品
の「子大豆も
やし」が入っ
たカット野菜
シリーズは、
袋のままレンジで温めて食べられる利便性の高い商品で
す。さらに、レンジ調理のほうが茹で調理より、栄養成
分がキープできることを確認しています。手軽に野菜を
摂取できますので、東海エリアをはじめ広く消費者の方
に活用いただき、野菜不足の解消に役立てていただけれ
ばと思います。

（上:ちこり焼酎）
（下:ちこり茶）

芋」を栽培すれば課題解決につながるのではと考え、
このプロジェクトを開始しました。プロジェクト開始
当初は、「チコリ」を知らないお客さまも多く、普及
活動も含めた取組を行いました。生産施設内で発芽さ
せ収穫した「チコリ」は、「国産ちこりアンティーブ」として出
荷し、収穫後のちこり芋も有効利用を模索した結果、焼酎、
茶、漬け物等、多数の加工食品の開発に成功しました。
2014年には農林水産省の6次産業化優良事例にも選定さ
れています。

Ｑ ちこり村には、多くの方が来場されていますね。

Ａ

ちこり村は、「買う」「食べる」
「体験する」が楽しめる農業教育型
観光生産施設です。「食」について
は、野菜たっぷりのメニューを手作
りで提供する「バーバーズダイニン
グ」、地元素材を生かしたパン工房、
スタンドカフェを運営しています。
地元農家から届いた新鮮な野菜、米
などを使用し、地産地消をテーマに
して提供しています。レストランで

働く地元のお母さんからの温かいもてなしと家庭料理
が好評で、市外、県外から多くの方にお越しいただい
ています。「体験」については、ちこりの生産施設の

見学、焼酎製造工場見学
を実施するほか、「地域
のおばちゃんが教える栗
きんとん絞り体験」を実
施しています。栗きんと
んの発祥の地である中津
川の食文化を知ることが
できる文化的な体験とし
て幅広い年齢層に大変好
評を得ています。

機能性表示食品と有機農産物

(栗きんとん絞り体験の様子）

ちこり村開設と「国産ちこり」プロジェクト
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今後はどのような事業を考えておられますか。

取 材 日：令和2年12月1日
取材場所：株式会社サラダコスモ本社

（岐阜県中津川市）

そして、私がパラグアイ訪問
中に東日本大震災が起こりまし
た。移民農家の皆さんは、母国
（日本）の被災地の様子を見て
涙を流し、「東北の被災者に自
分たちの作った大豆を100トン
届けたい」と申し出てください
ました。パラグアイからいただ
いた大豆を日本で豆腐に加工し、
サラダコスモのボランティアが
岐阜県から東北の被災地に100
万丁の豆腐（トラック30台分）
を届けました。パラグアイで

（加工・業務用キャベツの

収穫風景）

Ａ

Ｑ

“地域未来牽引企業として養老町に
新工場建設”

Ａ 本日2020年12月1日、新工場
の養老生産センターが稼働し
ました。サラダコスモの最大
規模の工場です。主力商品の
もやしとカット野菜を主に生
産します。従業員も地元の方
を中心に約150人を雇用しまし
た。

Ｑ カット野菜に使用する野菜は、どこから仕入れますか。

Ａ 養老生産センターでは、
カット野菜に使用する野菜を
「 JAにしみの」と連携して
仕入れます。加工・業務用の
キャベツは、収穫時に鉄コン
テナに入れそのまま工場に搬
入されるため農作業の省力化、
効率化が図られます。今後は、
養老地域一帯の生産者のにん
じんやたまねぎなども工場に
持ち込んでいただき、カット
野菜に活用していきたいと
思っています。また、販売先
が増えることによって生産者
の経営安定や地域農業の発展
につながればと思っています。
サラダコスモは、2017年、

経済産業省から「地域未来牽
引企業」に選ばれました。今
後も地域と連携しながら成長
できればと考えています。

地域未来牽引企業とは
地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、将来、
成長が期待できる分野での需要を地域内に取り込んで経済
的な波及効果を及ぼすような、地域経済をリードする中核
企業として、経済産業省により選定された企業です。
経済産業省「地域未来牽引企業」
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_keni
n_kigyou/

“東日本大震災の被災者に届けた
パラグアイ日本人移民の想い“

(豆腐100万丁寄付)

Ｑ いろいろな地域を応援されていますね。「東日本大震
災支援豆腐100万丁をパラグアイから日本へ」とは、ど
のような取組だったのですか。

サラダコスモとして、水稲の後作を活用した野菜生産
を考えています。国内では生産者の高齢化が進んでおり、
持続的な野菜生産が必要だと考えます。サラダコスモは、
これまでも安全・安心な野菜を提供し続けており、露地
栽培にも会社のモットーを生かしながら、コストダウン、
安全性、鮮度などを追及し、オール自社生産のカット野
菜を具現化できればと
思います。また、SDGs
の達成に寄与する活
動にもチャレンジしていきた.いです。農林水産省の皆さ
んには、ご理解と応援をよろしくお願いします。

生きる皆さんの母国を想う気持ちも併せて届けることが
できました。この取組につい ては、パラグアイの方に
対して総理大臣からの感謝状や天皇陛下からのお礼の言
葉が届けられました。

（養老生産センターに届いた

キャベツ・にんじん）

(被災地に届けられた豆腐)

(被災地へ向かうトラック)

右から中田代表取締役社長（サラダコスモ）、
八百屋部長(農政局).森田消費生活課長（農政局）

川口広報部長(サラダコスモ)

(新設の養老生産センター)

Ｑ 新設された養老町の工場について教えてください。

(ちこり村の玄関にて)

ちこり村の体験活動は、令和3年1月現在、コロナ
感染予防のため中止しています。

最新の情報は、ちこり村公式サイトへ
https://www.chicory.jp/

ちこり村の目指すコンセプトは、農業振興、地域活性
化、地元雇用の促進です。ちこり村で働く職員の3分の2
は60歳以上の人材を活用しており、さらに70歳以上の職
員は全体の3分の1となっています。高齢者雇用を促進す
る理由は、高齢者のスキル（コミュニケーション能力や
高い経験値）がこの施設のメリットになるからです。

Ａ

「日本農業の元気」「高齢者
の元気」「地元の元気」を目
指して挑戦を続けています。

“持続的な野菜生産を目指したい”

Ｑ ちこり村では、地元の人材を
フル活用されていますね。

“農業振興と高齢者雇用で地域活性化“

株式会社サラダコスモ Webサイトはこちら
https://www.saladcosmo.co.jp//

私はサラダコスモの社長ですが、数年前まで南米（ア
ルゼンチン、ペルー、パラグアイ）に移民した日本人農
業生産者を応援する株式会社ギアリンクスという会社を
経営していました。日本人移民の皆さんは、終戦後、政
府の奨励を受けて南米に渡りましたが、現地の環境は恵
まれたものでなく、大変な苦労を重ねて農業経営を継続
されています。ギアリンクスは、日本人移民の生産した
農産物を買い上げて日本へ販売するという移民生産者を
応援する意味のある事業でした。
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（ちこり村キャラクター
ちっこりちこ蔵）

Ａ


