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6次産業化の推進に向けては、平成23年3月に「六次産業化・地産地消法」が施行され、

農林水産業の6次産業化の取組みも急速に拡大してきました。

平成26年2月28日時点における、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の

認定件数は1,806件に達しており、多くの農林漁業者が6次産業化への一歩を踏み出し

始めております。

しかし、その一方で6次産業化に取組んではみたものの、なかなか経営が安定しないという

農林漁業者の声も多く聞かれます。

成長している事業者と経営が安定しない事業者では何が違うのでしょうか。

本パンフレットは、6次産業化の実践モデルとして、6次産業化の各ビジネスモデルの

“成功ポイント”と“ネットワーク構築”について、具体的な事例を交えて解説しております。

農林漁業者の皆様に、もう一度、自己の経営を見つめなおす参考にしていただくために作成

いたしました。

本パンフレットが、今後の6次産業化推進のお役に立ち、さらには日本の農林漁業の発展

の一助となれば幸いです。

平成26年3月

野村アグリプランニング & アドバイザリー株式会社

目　次

01 02

はじめに

11

17

23

29

35

6次産業化の考え方

6次産業化の多様な形態

6次産業化を成功に導く要件

各ビジネスモデルの成功ポイント＆ネットワーク構築

資金調達について

おわりに

1.

2.

3.

4.

5.

6.

03

05

07

09

41

43

①農産物加工

②企業との直接取引

③店舗販売

④農家レストラン

⑤通信販売



6次産業化の考え方

農林漁業者が、生産だけでなく加工・流通・販売等も統合的に取り扱うことで事業の付加価値を

高める経営形態を意味しています。

6次産業化は、農林漁業者が生産、加工、流通・販売を一体化することによって事業の付加価値を高めること
だけでなく、食品産業や観光産業等の2次・3次産業による農林漁業への参入や、農林漁業と2次・3次産業
との連携・融合による地域ビジネスの展開や新たな産業の創出まで含めて考えることができます。
農山漁村に由来する様々な地域資源を有効活用して6次産業化を行うことにより、農林漁業者の所得向上
につながるとともに、雇用の確保など農山漁村地域の再生・活性化が期待されています。

生 産 加 工 流通･販売

■ 農山漁村に由来する様々な地域資源

例えば・・・ 農林水産物

バイオマス（稲わら、食品廃棄物、未利用間伐材）

経験・知恵

自然エネルギー

風景

伝統文化　　等

農山漁村地域の再生・活性化
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6次産業化

1

農林漁業者による6次産業化とは 6次産業化の効果

１次産業 ２次産業 3次産業

６次産業化

× ×
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6次産業化の多様な形態2

05 06

6次産業化は、「1次産業×2次産業×3次産業」だけでなく、「1次産業×2次産業」や「1次産業×

3次産業」といった形態まで幅広く捉えて考えることができます。

すなわち、生産者が食のサプライチェーンに直接・間接的に関与し、同チェーン中の付加価値を享受

することで生産者所得の向上を達成できる「生産者発のバリューチェーンモデル」と定義できます。

下図は、6次産業化を販路別に分類したものになります。

６次産業化

BtoB

食品メーカー／外食（業務用）

食品小売／通販業者

食品メーカー／外食（業務用）

食品小売／通販業者

小売店舗

通　販

テナント（例：直売所への出品）

直営店舗

テナント型（例：専門サイトへの出品）

直営型

サービス（外食、観光農園）

BtoC

※「企業」対「企業」という取引

※「企業」対「消費者」という取引

小売店舗

通　販

テナント（例：直売所への出品）

直営店舗

テナント型（例：専門サイトへの出品）

直営型

サービス（外食、観光農園）

1次（契約栽培）

1次×2次

1次×3次

1次×2次×3次

6次産業化の形態 形態別の具体的な販路



6次産業化を成功に導く要件3
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6次産業化に取組む際には、「良いものを作れば売れるはず」といった生産者の視点で考えるので

はなく、「誰に」対して、「何を」提供するのかといった事業コンセプトを考え、その上で、「どのように」

生産し、「どのように」加工し、「どのように」販売するのかといったビジネスモデルを考える必要があ

ります。

6次産業化には多様な形態、様々なビジネスモデルがありますが、全ての形態・ビジネスモデルに

共通する6次産業化を成功に導く要件として、“構想力”“マーケット・イン”“身の丈経営”の3要

件が挙げられます。

構 想 力

マーケット・イン

身 の 丈 経 営

6次産業化を行う上では、企業／組織として｢どうなりたいか｣を明確にし、社内外・

地域に共有する必要があります。

そのためには、まず、自社の事業ビジョン、事業の目標を具体的に設定する必要があ

ります。その上で、社内外・地域に対して、自社のブランド価値、6次産業化の展開

の方向性を明確に伝える仕組みを構築する必要があります。

6次産業化に当たっては、「だれに売るのか」という出口を出発点として考えるべきで

す。ターゲット顧客のニーズを知るには、小売業（3次産業）に進出し自ら最終顧客と

の接点を持つ方法もありますが、自ら最終顧客と接しない場合でも、小売業者との

密なコミュニケーションを図る等の活動が必要です。

但し、マーケット・インによって顧客ニーズを把握しても、必ずしも顧客ニーズに合った

ものが生産できるとは限りません。実際には、生産者自身の良さを活かしたプロダク

ト・アウトとマーケット・インをすり合わせて商品開発を行うことが必要です。

6次産業化といっても、必ずしも加工（2次産業）や販売（3次産業）まで全て自社で

完結する必要はありません。むしろ、冷静に自社の内部分析を行い、「やれること」と

「やれないこと」を明確にし、やれることに経営資源を集中すべきです。

また、6次産業化とは事業領域を広げることなので、持続できる規模や範囲を見極

めるとともに、リスクを許容するための収益源を持っておく必要があります。
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6次産業化を実行する際のビジネスモデルは多岐にわたります。そこで、6次産業化の主なビジネ

スモデルの中から、①農産物加工、②企業との直接取引、③店舗販売、④農家レストラン、⑤通

信販売を取り上げ、ビジネスモデルごとの“成功ポイント”と“成功を加速させるためのネットワーク

②企業との直接取引

③店舗販売

④農家レストラン

⑤通信販売
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構築”について、具体的な事例を交えて紹介します。

下図は、6次産業化を実行する際のビジネスモデルについての意思決定プロセスを示したものに

なります。

（P11～16）

（P17～22）

（P23～28）

（P29～34）

（P35～40）

各ビジネスモデルの
成功ポイント＆ネットワーク構築



農産物加工4

■ 農産物加工の成功ポイント

■ 成功ポイントの事例

マーケットを明確にした商品開発

－ ①

マーケットを
明確にした
商品開発

身の丈に合った
生産体制
の構築

安全な商品の
安定供給

馬路村農業協同組合

株式会社お菓子のポルシェ

POINT

POINT

1 1 12

農産物を加工するためには、技術やノウハウ、また加工施設

や保存するための設備も必要になります。しかし、全て自分

自身で取組むとなると多額の設備投資を行わなければなり

ません。

どこまで自分で取組むのか、無理な投資をせずに身の丈に

合った生産体制を構築することが大切です。

POINT

安全で品質が安定した商品を製造できなければお客さまか

らの信頼を得ることはできません。そのためにＩＳＯやＨＡＣＣ

Ｐを取得することも一つの方法になります。

また、1年を通じて安定して商品を供給できなければなりま

せん。収穫できる期間が限られている農産物も多々あります。

産地リレーをすることで調達期間を伸ばしたり、原料を長期

保存することで安定的に原料の確保をすることが重要です。

６次産業化において、栽培した農産物の付加価値をいかに高

められるかが重要なポイントです。そのための一つの方法と

して加工をすることが考えられます。

素材を活かして、誰をターゲットに、どのようなシーンで利用

されるのかを想定して商品開発をすることが大切です。

地元で無農薬で栽培されている加工用のゆずを使用して、

自分の子供に飲ませても安心な飲み物として、地元にある

「有機栽培のゆず」と「はちみつ」と「水」のみを使用した

「ごっくん馬路村」を開発しました。飲み物の容器について

も、飲みやすいように飲み口を大きくし、またラベルのデザ

インも子供受けをするようなデザインにする等の工夫を凝

らしています。

沖縄の紅いもは害虫の存在により生鮮品として本土出荷

ができませんでした。村おこし事業として地元の特産品で

あった紅いもを使用し、独自の製法で全国で初めて紅いも

を使用したお菓子「紅いもタルト」を開発しました。また、数

多くの類似品が出回っていますが、「無添加・無着色」にこだ

わり、安心・安全で新鮮な「紅いもタルト」を製造しています。

家庭の食卓で使用するゆずポン酢やゆずジャム、ゆず味噌

など、ゆずの商品群は詰め合わせまで合わせると９４種類

にも及んでおり、日用品だけでなく、お中元やお歳暮等の贈

答品としても活用されています。

「元祖紅いもタルト」として沖縄みやげの定番お菓子として

の地位を確立し、紅いも以外にも地元産のシークヮーサー

を使用したお菓子等、数多くの商品を開発しています。

（出所）馬路村農業協同組合ホームページ、
野村アグリプランニング＆アドバイザリー㈱撮影

（出所）㈱お菓子のポルシェホームページ、
野村アグリプランニング＆アドバイザリー㈱撮影
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安全な商品の安定供給

農事組合法人和郷園

有限会社ポルシェ食品

和郷園は９２戸の農家が組合員となり、野菜、きのこ、花卉

を生産しています。安定的な品質の商品を提供するために、

農薬や堆肥の使用に関する和郷園独自の「生産管理基準」

を設け、組合員の農家に、この基準の遵守を求めています。

「紅いもタルト」の原料である紅いもは炊いてもすぐに劣化

してしまい、蒸してみないと色がわからない等、加工が難し

い原料でしたが、独自の製法で数種類の紅いもを組み合わ

せることによって安定的に紅いものペーストを製造できる

ようになりました。

野菜は旬の時期が最も栄養素があり、美味しいとの信念に

基づき、収穫時期が限られるホウレン草や小松菜を旬の時

期に大量生産しています。収穫後、すぐに加工し、新鮮な状

態で冷凍保存することによって、一年を通して最も美味し

い状態で野菜を提供できるようしています。

１２０戸の契約農家から全量買取りして仕入れた紅いもを

自社工場内でペーストに加工し、冷凍保存をすることに

よって、当日製造したお菓子を翌日の午前中までに店頭に

並べられるように計算して製造しています。

身の丈に合った生産体制の構築

馬路村農業協同組合

株式会社庄内こめ工房

生産コストを抑えるために、自社の製造工場を建設してい

ます。製品をつくるためだけではなく、受注窓口であるオペ

レーター室を設置することで注文を受けられる体制を整

えています。その他、デザイン室や配送センター、研究所な

ども同施設内に設置し、受注から発送、そして製品の開発・

検査まで一ヶ所で行うことができる施設になっています。

このように一貫体制を構築し、総合的にプランニングする

ことでスピード感を上げています。

なお、視察や見学に訪れた人がゆっくり見学できるように

工夫された造りになっています。

養豚事業を経営していた発想から、いかに工

程数を掛けないかを重視し、省力化を推進し

ています。また関連会社である㈲いずみ農産へ

業務を委託したり、倉庫等の資産も集中させる

ことでコストを削減しています。

加工プロセスを全て自社で行うのではなく、

地域にある共同の肉加工センターや精米セン

ター等のネットワークを活用することによっ

て、コストを掛けずに美味しいものを作ること

を重視しています。

（出所）農事組合法人和郷園講演資料より
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せることによって安定的に紅いものペーストを製造できる

１２０戸の契約農家から全量買取りして仕入れた紅いもを
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※ ㈱お菓子のポルシェのグループ会社
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あしきた農業協同組合馬路村農業協同組合

馬路村は高知県安芸郡にあり、周囲を１，０００ｍ級の山に囲まれた人口約９５０人の山村です。有機栽

培で味は良いが見た目が悪く、青果としては出荷ができない柚子が馬路村農協に沢山集まり、１９７９

年から農産物の加工を開始しました。また、「村をまるごと売り込む」という販売戦略の下、商品デザイ

ンを外部企業に委託し、デザインを「田舎」で統一することで、商品のラベルやポスターに村の子供や

農家のお年寄りを起用し、ローカル色を前面に打ち出しています。

１９９９年に馬路村役場、馬路村農協、馬路村森林組合、エコアス馬路村、商工会、観光協会で「馬路村

活性化協議会」を設立し、地域活性化に向けそれぞれの組織が連携しながら観光客の受け入れ態勢を

整え、農業と観光を結びつけたビジネスモデルを確立しています。

近年では新規事業として化粧品事業に取組んでいます。高知大学の医学部・農学部と柚子の種につい

て共同研究することによって有機無農薬栽培の柚子の種から安心・安全で高品質な化粧品を製造し、

低価格で提供しています。また、柚子の種から抽出したシードオイルの活用に向けて、アロマテラピー

協会とも連携をする等、新たなネットワークの構築にも取組んでいます。

あしきた農業協同組合は、熊本県の南端に位置し、葦北郡芦北町・津奈木町・水俣市の１市２町をエリ

アとしています。

農産物加工への取組みは１９５０年から開始しており、加工事業の拡大のために「ＪＡあしきた農産物直

販ネットワーク協議会」を組織しています。県内外のＪＡグループや行政、大学・高校、メーカー、小売店、

マスコミ関係、さらには歌手など、現在では１２０以上の団体・個人が加盟しています。

例えば、新商品の開発においては試作品の開発をネットワーク協議会の会員に作ってもらい、ファー

マーズマーケットで試験販売を行うことでコストを抑えてマーケティングしています。「プロの仕事はプ

ロに任せる」という基本的な考え方の下、過剰な設備を持たないようにしながら商品開発や販路開拓

を行っています。

また、県内のＪＡの農産物を活用した加工品の開発を行っています。ＪＡ熊本とは「くまモンみかんゼ

リー」、ＪＡ八代とは「新高梨ゼリー」、ＪＡ天草とは「晩柑ゼリー」、ＪＡ阿蘇とは「ブルーベリーゼリー」と「ブ

ルーベリープリン」を連携して開発し、ＪＡあしきたの「デコポンゼリーピュア」、「デコポンプリン」、「甘

夏ゼリー」、「甘夏プリン」を詰め合わせにした「熊本彩果」を販売しています。

1 5 16

商品開発・販路開拓

商品開発
ファーマーズマーケット

でこぽん

コンビニエンスストア

食品メーカー
百貨店、小売店、外食

県内のＪＡ
（熊本、阿蘇、八代、天草）

あしきた農業協同組合組合員

JAあしきた農産物直販ネットワーク協議会

県内外のＪＡ、行政、大学・高校、メーカー、
小売店、マスコミ関係等１２０以上の団体・個人

連携

商品

観光

共同研究

地域活性化

馬路村活性化協議会
馬路村役場、馬路村森林組合

エコアス馬路村、商工会、観光協会

馬路村農業協同組合組合員 消費者

アロマテラピー協会高知大学医学部・農学部

農産物加工

■ 成功を加速させるためのネットワーク構築
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■ 企業との直接取引の成功ポイント
組み手を見極める

組み手を
見極める

長期的な
関係構築

あくまで
“生産”が軸

グリンリーフ株式会社

株式会社マルハ物産

POINT

POINT

企業との直接取引では一定量以上のロットや取引先独自の

基準に合わせた生産、加工、包装、運送、品質管理等が求めら

れます。そういった体制を整えるためには、多くの時間と費

用が掛かります。 そのため、取引先との契約を失うと経営に

大きな痛手となります。企業との直接取引においては、長期

的な関係を維持していくことが大切です。

POINT

企業との直接取引は、バリューチェーンの川上にいる農林漁

業者と川下にいる2次業者、3次業者との連携・役割分担と

捉えることができます。 そのため、農林漁業者側に求められ

るものは、品質のよい農産物であることが大前提となってい

ることを忘れてはいけません。

農林漁業者の6次産業化では、一般的には大量生産・大量販

売によるスケールメリットを活かした低価格戦略で大手食品

メーカーと競争することは困難です。 そのため、価格だけに

こだわる取引先ではなく、自社の経営理念に共感し、共有で

きる取引先を選ぶことが大切です。

グリンリーフでは、「感動農業」や「人づくり、土づくり」と

いったキーワードを掲げ、環境にこだわった農業生産を

行っています。このグリンリーフの理念に共感し、共有でき

る先を選んで、長期的な取引を前提に、契約を結んでいます。

マルハ物産では、徳島県の地域振興を経営理念の1つとし

ています。そのため、新規取引の開始に当たっては、「単に価

格交渉だけ」の取引先は排除し、「新たな取引が徳島県のア

グリビジネスの活性化につながるか」ということを重要な

判断基準としています。

例えば、モス・バーガーを全国展開している㈱モスフード

サービスとは、1996年から取引を開始し、良好な取引を

続けていく中で、10年後の2006年には、トマトとレタスを

生産する㈱サングレイスという会社を合弁で設立する関係

にまで至っています。 （出所）グリンリーフ㈱のホームページ

（出所）㈱マルハ物産のホームページ

■ 成功ポイントの事例
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企業との直接取引

あくまで“生産”が軸

有限会社王隠堂農園

グリンリーフ株式会社

「生産者が連帯することで、流通業者や消費者と対等な関

係を築いていく」という経営理念の下、地元の奈良・和歌山

だけでなく、西日本の生産者との連携体制の構築に取組ん

でいます。

企業との取引において、農業者が取引先企業から

期待されていることは〝生産〟であることを忘れて

はいけないという考えを大切にしています。

また、1970年代、農薬等による食品汚染が注目される中、

減農薬・有機質肥料で栽培する農業を始め、安全・安心にこ

だわった農産物の産直モデルを業界に先駆けて取組みま

した。参画する生産者が増え、取引量が拡大する中で、事務

処理、加工、出荷作業等を専従で処理する地域の共同セン

ターを設置するなど、常に〝生産〟に軸足を置いた事業展開

をすることで、取引先からの信頼を得ています。

この考えは、グリンリーフ単体だけでなく、㈱野菜

くらぶの仕入先の農家にも厳しく指導していま

す。その理由は、1社でもいい加減なことをした途

端に信頼が崩れてしまうからで、この考えが企業

との取引における長期的な関係を築き続けている

ベースとなっています。

長期的な関係構築

グリンリーフ株式会社

こと京都株式会社

グリンリーフでは、1996年に㈱野菜くらぶという販売会

社を設立し、地元の群馬だけではなく、青森や静岡の農家

からレタスやトマトを仕入れることで、広域での産地リ

レーを行い、長期間、安定的な供給体制を実現しています。

また、世の中の安全・安心ニーズの高まりを受けて、2000

年に有機JASの認証を取得したのに続き、2009年には

ISO22000（食品安全マネジメントシステム）も取得するこ

とで取引先と信頼関係を構築しています。

自社農場25haに加えて33戸の契約農家の農場が11ha

あり、京都市内、亀岡、美山の産地リレーを行っています。

また、加工工場（カット、ペースト、乾燥等の製造工場）も京

都市内にあり、正真正銘の〝京都産〟ブランドの商品を年中

供給できる体制を構築することで、首都圏のラーメン店や

百貨店、食品スーパーと信頼関係を構築しています。

また、県外の農家ともネットワークを構築し、商品開発や

ビジネス化に取組んでおり、提案力の強化を図っています。

（出所）㈲農悠舎のホームページ

（出所）グリンリーフ㈱及び㈱野菜くらぶのホームページ

（出所）こと京都㈱

都市内にあり、正真正銘の〝京都産〟ブランドの商品を年中

供給できる体制を構築することで、首都圏のラーメン店や

また、県外の農家ともネットワークを構築し、商品開発や

ビジネス化に取組んでおり、提案力の強化を図っています。

（出所）こと京都㈱
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株式会社おおやま夢工房こと京都株式会社

こと京都㈱は京都市内を中心として伝統的な京野菜である九条ねぎを栽培しています。自社農場だけ

ではなく、３３戸の契約農家と連携をし、京都市内、亀岡、美山で産地リレーを行い通年供給を実現して

います。

京野菜である九条ねぎの伝統を守るために京都府内の九条ねぎ生産者を束ねて生産者団体「ことね

ぎ会」を設立し、新しい機械や技術を導入したり、栽培履歴を統一して管理することによって、九条ねぎ

の品質・安全性や生産技術の向上に取組んでいます。さらに九条ねぎの栽培技術の習得、農作業、農業

機械、加工、販売技術等を指導する「独立支援研修生制度」を導入し、独立後はことねぎ会への加入に

より販売も支援することで九条ねぎの担い手の育成にも取組んでいます。

京都府内の農業生産者で組織する「京都農人クラブ」と連携し、生産した野菜の直売所事業と全国の

お客さまに販売する通販事業を行っています。

「野菜、もっと身近に。もっとおいしく」をコンセプトとして、長野県の農業生産法人㈲トップリバーや鹿

児島県の農業生産法人㈱さかうえと共同ブランド「ベジレクト」を立ち上げています。今後は全国のね

ぎの産地と連携するために新会社「こと日本」を立ち上げる予定であり、さらなるネットワークの構築

に取組んでいます。

おおやま夢工房は大分県日田市大山町にあり、バブル崩壊や農産物の輸入自由化などによって停滞し

た大山農業を再生するために、産業間の垣根や官民の境界をなくし、市町村界、県境、国境を越えた連

携と協働をして地域づくりを行うための株式会社（第３セクター）として設立されました。

大山において最も長い歴史を持つ梅を基幹産物として位置づけ、農家から全量買取りすることによる

所得保証を行うために、出資者であるニッカウヰスキー㈱と技術連携をして高級梅酒を開発し、フラン

スのボルドーで開催された品評会において賞賛を得たり、アメリカで行われた「世界リキュールコンテ

スト」で金メダルを獲得することでブランド化に成功しています。

地元梅農家とともにリキュール梅出荷協議会を設立し、品質の高い原材料の開発に取組んでいます。ま

た、梅の付加価値を高める物語づくりのために「梅物語推進委員会」を設立したり、九州大学農学部の

大学院生を「夢社員」として委嘱し、梅干の種の成分に関する研究に取組む等、幅広いネットワークを

構築しています。

福岡市に活動拠点としておおやま生活領事館を設置し、行政や福岡県中小企業経営者協定連合会（福

岡中経協）と連携をすることで、地域間の経済交流や生活交流を誘発しています。

21 22

加入
就農支援

連携

共同ブランド
「ベジレクト」

有限会社
トップリバー
（長野県）

株式会社
さかうえ

（鹿児島県）
就農希望者

全国のねぎ生産者

こと日本

ことねぎ会

九条ねぎ生産者

京都農人クラブ

こと京都株式会社

出資

研究・開発

連携

交流

出資
技術連携

九州大学
中村学園大学
東京農業大学

連携

交流

株式会社
おおやま夢工房

大分県日田市

ニッカウヰスキー
株式会社

福岡市
福岡中経協

梅物語
推進委員会

梅農家
リキュール
梅出荷協議会

企業との直接取引

■ 成功を加速させるためのネットワーク構築
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店舗販売

■ 店舗販売の成功ポイント
お客さまを魅了する看板商品づくり

お客さまを
魅了する

看板商品づくり

こだわり商品
の品揃え

お客さまを
呼び込むための
仕掛けづくり

株式会社コッコファーム

有限会社十勝しんむら牧場

POINT

POINT

全国には低価格指向の大型商業施設やスーパー、コンビニ

エンスストアが溢れています。そのような店舗と単純に競合

しても勝ち残ることは困難です。勝ち残るためには看板商品

だけでなく、看板商品と合わせて販売する商品の品揃えを充

実することが重要です。

POINT

お客さまの来店を増やすためには、新しいお客さまに来てい

ただくか、一度来ていただいたお客さまに何度も来ていただ

く必要があります。定期的にイベントを開催したり、来店する

たびに違う刺激を経験することができるような工夫をする

ことで、お客さまのリピート率を上げ、また口コミ等によって

新たなお客さまにも来店していただく仕掛けづくりをするこ

とが大切です。

店舗販売においては、いかにお客さまにご来店いただくかが

重要です。そのためには看板商品が必要になります。それは

生鮮品であっても、加工品であっても変わりません。お客さま

がわざわざ遠いところからも買いに来てくださる看板商品

をいかにつくり出すのかが大切です。

養鶏を展開しているコッコファームの主力商品は「卵」で

す。この卵は、収穫後に保存するための農薬を使用せず、ま

た遺伝子組み換えをしていないとうもろこしを飼料にして

います。また、採卵後最短1時間で店頭に並べられる仕組み

を構築し、「安心・安全・新鮮」な卵を提供しています。

親から継いだ酪農を「放牧酪農」へと経営転換し、牛が本来

あるべき姿に戻そうと土づくりから取組んでいます。新鮮

な牧草を食べ、広大な農地を歩き回って育った牛のミルク

を使用して、日本ではまだあまり知られていないミルクジャ

ムを製造しています。牛乳と砂糖を煮詰めるというシンプ

ルなものだけに、素材の鮮度とクオリティ、作り手の技術が

ダイレクトに味に現れる商品です。

次世代型道の駅としてオープンした「たまご庵」では、MS～

LLの4サイズのたまごをそのままダンボール箱に詰め合わ

せた「朝取りたまご」が人気商品です。 この1箱3kg1,200

円の「朝取りたまご」を購入するために、九州全土からお客

さまが来店し、大量に買って地元で配る「代表買いの大量

買い」が行われています。

種類もシンプルなプレーンから、バニラ、シナモン、ジャワ

ティー、モカ、イチゴミルク等があり、全国各地のこだわりの

素材ともコラボレーションしています。

（出所）㈱コッコファームホームページ

（出所）㈲十勝しんむら牧場ホームページ

た遺伝子組み換えをしていないとうもろこしを飼料にして

います。また、採卵後最短1時間で店頭に並べられる仕組み

次世代型道の駅としてオープンした「たまご庵」では、MS～

LLの4サイズのたまごをそのままダンボール箱に詰め合わ

 この1箱3kg1,200

円の「朝取りたまご」を購入するために、九州全土からお客

さまが来店し、大量に買って地元で配る「代表買いの大量

（出所）㈱コッコファームホームページ

■ 成功ポイントの事例
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お客さまを呼び込むための仕掛けづくり

株式会社コッコファーム

株式会社げんきの郷

たまご庵では毎月２０日を卵の日として「卵の詰

め放題」のイベントを開催しています。網の袋に

どれだけ卵が詰められるかいうイベントであり、

朝から行列が出来るくらいの一大イベントとし

て大人から子供まで幅広く参加しています。ま

た、目玉焼きの無料試食会や規格外の卵の量り

売り、季節ごとに開催するイベントでの二胡の演

奏会等、定期的にイベントを開催することによっ

てお客さまが来るたびに違う刺激を味わえる工

夫をしています。

「農と食、環境と福祉、文化をテーマとした健康・

安全の地域づくり」を推進しています。４月の菜

の花摘みやとうもろこしの種まきから始まり、夏

には親子で楽しむＤａｙキャンプやジャガイモ・と

うもろこしの収穫体験、秋には落花生・サツマイ

モの収穫体験、冬にはのし餅づくりや味噌づくり

体験、 新年の餅つき大会、また田植えから稲刈

りまでの米作り体験等、年間を通して「農と食」体

験イベントを開催することによって家族連れで

お客さまが来場できる工夫をしています。

こだわり商品の品揃え

株式会社コッコファーム

株式会社内子フレッシュパークからり

「朝取りたまご」以外にも、ひびの入った卵を詰め合

わせにして割引販売したり、割れた卵を袋詰めにし

て販売するなど、卵に関しても無駄をなくす工夫を

しています。

たまご庵の物産館には自社の卵商品の他に、地元

の熊本県菊池市の生産者２５０名と連携し、新鮮な

野菜を毎朝並べてもらっています。お客さまはこだ

わった主力商品の卵とともに地元生産者がこだ

わって栽培した野菜を一緒にまとめ買いしており、

また、生産者と消費者の交流の場となっています。

直売所では内子町の農家のみを会員とし、約４３０

名の会員が栽培した内子産の農産物を揃えていま

す。また、トレーサビリティにもいち早く取組み、使用

した農薬や栽培履歴が登録されていないと販売す

ることが出来ない仕組みを構築し、お客さまに安

心・安全を提供しています。

農産物や花だけではなく、地元の農産物を使用して

作った加工品、内子豚を使用したハム・ソーセージ、

また「手仕事の会」が地元の文化を守るために製作

した工芸品等を揃えて品揃えを充実しています。

（出所）㈱コッコファームホームページ

（出所）㈱内子フレッシュパークからりホームページ、
野村アグリプランニング＆アドバイザリー㈱撮影

4 － ③ 店舗販売
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有限会社シュシュ株式会社内子フレッシュパークからり

愛媛県喜多郡にある内子町は人口１万６，０００人の中山間地域の町です。農産物の輸入自由化、担い

手の高齢化、農産物価格の低迷の中で、１９９２年に「フルーツパーク構想基本計画」を策定し、２年間に

わたり、延べ５０回以上の学習会、座談会を開催しました。

１９９４年に直売所の実験施設として「内の子市場」を開設しました。産直のトレーニングを行う中で生

じた出荷・引き取り・精算など直売所運営上の課題を解決するために、ＰＯＳシステムによる販売管理や

情報ネットワークのための「からりネット」を導入しました。２００５年からはトレーサビリティシステム

を導入し、また、農薬の使用割合を減らした安全性の高い農産物を認証する内子町独自の「内子町特

別栽培農産物等認証制度（エコうちこ認証制度）」も創設しました。

「内の子市場」の開設に合わせて発足した「からり直売所出荷者運営協議会」から始まり、「トレーサビリ

ティ推進協議会」、加工部門では「内子アグリベンチャー２１」を自発的に設立するなど、新しい事業に取

組む際には協議会を立ち上げる仕組みを構築しています。また、２００４年に発足した「うちこグリーン

ツーリズム協会」や「オーベルジュ内子」と協定を結び、地域一体となって内子町の活性化にも取組んで

います。

シュシュは長崎県大村市の大村湾を一望できる標高１００メートルの福重地区において農業交流拠点

施設「おおむら夢ファームシュシュ」を展開しています。福重地区は約４０年前より梨狩り、ぶどう狩りの

観光農業で有名であり、収穫期の８～９月には沢山の観光客が訪れていました。

収穫期以外も観光客に来てもらうために、８戸の農家で、１９９６年に農産物直売所「新鮮組」を、２００

０年に「おおむら夢ファームシュシュ」をオープンしました。現在では、直売所、レストラン、アイスクリー

ム工房、パン工房、農業塾、結婚式や法事、婚活イベントを行っており、住民とのふれあいの場になって

います。農業塾では耕作放棄地を開墾して栽培した農産物を商品化することで、住民と農業を身近なも

のにしています。

シュシュはグリーンツーリズム協会の事務局も行っており、観光シーズンは２０か所の観光農園を案内

し、また、食事・お土産は「おおむら夢ファームシュシュ」に来場してもらうことで地域での相乗効果を

高めています。

長崎県工業技術センターや民間企業と商品開発を行ったり、九州の県外の農家からも加工を受託して

います。また大学とも連携して情報発信を行う等、幅広いネットワークを構築しています。
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協定

うちこ
グリーン

ツーリズム協会

オーベルジュ
内子

トレーサビリティ推進協議会

明日のからりを考える委員会
イベント企画委員会
店舗レイアウト委員会

広報委員会
安全農業推進委員会

専門部会

株式会社内子フレッシュパークからり

からり直売所
出荷者運営協議会
会員 ４３０名

内子アグリ
ベンチャー２１ 加工受託

商品開発

情報発信

農地の保全・食育

相乗効果

農産物

県外の農家

地元生産者
１５０名

大学

長崎県工業
技術センター・
民間企業

観光農園
２０農家

農業塾

商品開発

情報発信

農地の保全・食育

おおむら
夢ファーム シュシュ

グリーンツーリズム協会事務局

内子町

愛媛たいき
農協

内子
森林組合

内子町
商工会

町民

店舗販売

■ 成功を加速させるためのネットワーク構築
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農家レストラン

■ 農家レストランの成功ポイント
共感を生むストーリー性

共感を生む
ストーリー性

地域の特性を
活かした
料理形式

心あたたまる
おもてなし

有限会社せいわの里
POINT

POINT

場所によっては有名なお肉の生産地だったり、海が近く魚介

類が豊富に手に入るところもありますが、全ての地域がその

ような場所ではありません。年間を通じて原材料の安定調達

が難しい地域であっても、それを逆手にとって地元で手に入

る材料にこだわり工夫した料理を提供することによって、お

客さまがそこでしか味わえない食事をできるようにすること

が大切です。

POINT

農家レストランは、お客さまを接客をするサービス業になり

ます。どんなに素材が新鮮で料理が美味しくても、店員が無

愛想であったり、雰囲気が悪いレストランであれば、お客さま

はまた来店してくれることはありません。

お客さまに笑顔で真摯に接客し、また気持ち良く過ごしてい

ただく工夫をすることで、また来店したいと思ってもらえる

ようなおもてなしをすることが大切です。

農家レストランの経営にあたっては、お客さまに足を運んで

いただく必要があります。また場所によってはアクセスが悪

いところで農家レストランを開かざるをえないこともありま

す。お客さまにわざわざ遠くからでも足を運んでいただくた

めには、その地域ならではの共感できるストーリー性によっ

てお客さまを魅了することが大切です。

農家レストラン「まめや」は名古屋から電車とバスで

2時間以上かかる三重県多気郡にあります。北川社長

は、町役場に勤めていた時、地元の農家に後継者がな

く、山、田んぼ、畑といった地元の資源を支えているの

がお年寄りであると気づきました。そして、お年寄りが

元気なうちに次世代に文化を伝承していくために農

家レストラン「まめや」を開業しました。

まめやで提供する料理の山菜（ふきのとう、つくし、わ

らび、よもぎ等）は地元の子供達が採ってきたものを

買い取っています。買い取る条件として、例えばつくし

では鞘（はかま）を取ってくることを条件にしており、

家の縁側でおじいさん、おばあさんから鞘（はかま）の

取り方を教わりながら一緒に作業をすることで会話

が生まれるようにしています。

また、「まめや」ではお客さまに子供達が収穫してきた

山菜を見せて、お客さまに喜んでもらっています。ま

た、その話を子供達に伝えることで子供達も喜んでい

ます。このような地域での取組みそのものが、お客さ

まがわざわざ遠方からでも訪れる付加価値となって

います。　

（出所）㈲せいわの里講演資料、ホームページ

■ 成功ポイントの事例■ 成功ポイントの事例
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心あたたまるおもてなし

株式会社グラノ２４Ｋ

有限会社ひよこカンパニー

企業理念に「お客様を世界一愛せる集団」「スタッフの笑

顔と幸せを最大の喜びとし、お客様に豊かなおもなてし

の心を伝え続けられる企業」と掲げているように、旅館

業のノウハウと農業を融合させることによって社員の挨

拶や接客態度等、お客さまが来て良かったと思える接

客・サービス教育がされています。

例えば、夜には施設内のいたるところにイルミネーショ

ンが施され、昼間とはまた違った風景でお客さまを迎え

ています。

大江ノ郷の森のナチュラルカフェとして２０１２年１１月

にリニューアルした「ココガーデン」は、オープンキッチ

ンのあるカフェで、ゆったりと席が配置された開放的な

空間になっています。また、季節ごとのイベントに合わせ

て店内を装飾し、店員もイベントに合わせた衣装と笑顔

で接客し、お客さまを楽しませています。

ココガーデンにはテラス席も用意されており、ペット同

伴を可能にしています。現代の家族構成を踏まえて、

ペットを含めた家族みんなで来店しやすい環境を整え

ています。

地域の特性を活かした料理形式

有限会社せいわの里

株式会社グラノ２４Ｋ

昔の中山間地域では、簡単に肉や魚が手に入らなかった

ため、大豆で様々なメニューを作っていたことにならい、大

豆を中心とした３０種類以上のメニューをバイキング方式

で提供しています。

「旬の食材」「地元産」「手作り」にこだわり、地元産のフク

ユタカだけを使用した大豆製品を作っています。良質なた

んぱく質がたっぷり詰まった自慢の味で心と体にやさし

い農村料理を提供しています。

減農薬で栽培し、新鮮で味は美味しいが、見た目が悪い野

菜を地元生産者から言い値で買取り、新鮮な魚介類と一緒

にビュッフェ形式で提供しています。

地元の特性を活かした新メニューの開発においては、定期

的に新商品の品評会を開催しています。レシピの投稿は担

当職務にかかわらず誰でも参加自由であり、品評会では社

員を始め、取引先の業者や生産者も試食して、アンケート結

果上位のものがメニューとして採用されています。

（出所）㈱グラノ２４Ｋホームページ、
野村アグリプランニング＆アドバイザリー㈱撮影（出所）㈲せいわの里講演資料

（出所）㈱グラノ２４Ｋホームページ、
野村アグリプランニング＆アドバイザリー㈱撮影

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー㈱撮影



株式会社あいあいファーム株式会社グラノ２４Ｋ

小役丸社長のお母様が八幡屋旅館を経営しており、１９７９年に社長のお父様がぶどうの栽培に乗り

出し、観光ぶどう園の経営を開始しました。お父様の農業（１次）とお母様の旅館（３次）を融合させて６

次産業化に取組んできました。

現在は「ここにしかない田舎づくり・ものづくり」にこだわり、地元の生産者４５戸から農産物を仕入れ

てビュッフェ形式のレストランを展開しています。敷地内には結婚式会場やバーベキュー場、宿泊施設

も整備されており、テーマパーク化をしています。

グラノ２４Ｋでは２００４年７月にグループ内の食品残渣を積極的に分別して集め、自社の農業法人におい

て堆肥化を開始しました。今では福岡県近郊８０数箇所にあるレストランや事業所の食品残渣を集め、完

熟堆肥として農作物を育てたり地域の農家にも使っていただくなど、循環型農業にも取組んでいます。

宮崎県の五ヶ瀬町の第３セクターである五ヶ瀬ワイナリー内にレストランをオープンしたり、福島復興プ

ロジェクトとして２つの旅館をリニューアルする等、他の地域との連携にも取組んでいます。２０１２年から

は地元の学習塾の英進館と食育農園大自然塾をスタートさせ、１年を通して自然と触れ合い、農作物を栽

培し収穫することで食育を行っており、農と食を通して幅広いネットワークを構築しています。

沖縄県国頭郡今帰仁村で農作物の有機栽培を行っています。沖縄で有機農産物を使用した料理を提供

するレストラン「健康食彩レストランだいこんの花」等を経営している㈱アメニティが沖縄農業の活性

化のために、あいあいファームを設立しました。設立にあたっては三重県の㈱伊賀の里モクモク手づく

りファームに協力を依頼し、事業を拡大しています。

今帰仁村にある湧川小学校が廃校になり、再利用で公募が行われ、地域の貢献を掲げたあいあい

ファームが認定されました。旧湧川小学校において、農地から加工場、直売所、セミナールーム、体験工

房、宿泊施設、レストラン等を整備し、事業を展開しています。また、地域の耕作放棄地を集約し、農地の

保全にも取組んでいます。

親会社である㈱アメニティと一体となり、沖縄県工業技術センター、㈱トロピカルテクノセンター、琉球

大学、産業技術総合研究所と沖縄県民の健康増進のために、地域資源を活用し、黒麹を用いた多機能

植物発酵エキスの商品開発に取組んでいます。また、農業と観光と医療を結びつけた「ヘルスツーリズ

ム」による健康体験ツアーを行っており、幅広いネットワークを構築し、沖縄の活性化に取組んでいま

す。
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連携

連携

沖縄県工業技術センター
㈱トロピカルセンター

琉球大学
産業技術総合研究所

今帰仁村診療所

ヘルスツーリズム
健康体験ツアー
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レストラン
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ＦＣへの食材供給

学習塾地域
ＦＣ店舗
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■ 成功を加速させるためのネットワーク構築
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■ 通信販売の成功ポイント
リピート顧客の獲得

リピート顧客の
獲得

親近感の
醸成

現物を見られない
不安の解消

有限会社マーレ旭丸

有限会社平田観光農園

POINT

POINT

通信販売では、店舗販売のようにお客さまと直接対話するこ

とができません。 そのため、丁寧な説明と頻度の高い情報発

信が必要です。 また、商品の紹介だけでなく、自分自身の考

えや身のまわりの出来事などを紹介し、お客さまに親近感を

持ってもらうことが大切です。

POINT

通信販売では、お客さまが商品を手にとって見ることができ

ません。 そのため、商品の現物を見られない不安を解消する

手立てが必要です。 商品に不備があった場合の対応方法を

明示したり、単に商品の良さをアピールするのではなく、取組

み姿勢や理念などを伝えることが大切です。

日本全国や全世界のお客さまを相手にできますが、一方で、

日本全国や全世界の同業者と競争することになります。 その

ため、新規顧客の獲得以上にリピート顧客の獲得に注力する

ことが大切です。 一度でも購入いただいたお客さまへのダイ

レクトメールの送付やメールマガジンの配信、何度も購入い

ただいているお客さまへの優先案内や特別割引などが、リ

ピート顧客の獲得に効果的です。

マーレ旭丸では、20年近く海産物のネット通販を行っています。

また、会員向けの割引価格も設定しています。

平田観光農園では、子会社の㈱果実企画で国産原料

にこだわったドライフルーツ等を製造し、一部をネッ

ト通販で販売しています。

会員登録をしていただいたお客さまには、メールアドレスとパスワードの組合せでログインしていただ

くことで、発送状況の確認やかんたん購入機能を利用していただけるような仕組みを用意しています。

新規顧客については、各種催し物への出展等を行う

ことで獲得していますが、より重要視しているのがリ

ピート顧客の獲得です。

リピート顧客の獲得にあたっては、購買履歴から、購

買頻度が多く、年間の購買金額が高い顧客を絞り込

み、例えばバレンタインにはプレゼントを贈ると

いったサービスを行っています。

（出所）㈲マーレ旭丸のホームページ

（出所）㈲平田観光農園

通信販売

■ 成功ポイントの事例
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現物を見られない不安の解消

寺坂農園株式会社

株式会社秋川牧園

寺坂農園では、「おいしくなかったら代金は頂きませ

ん」と謳い、「返金保証」と「再発送品質保証」を行うこ

とで、商品の現物を見られないというお客さまの不安

の解消を図っています。

秋川牧園では、個人向け宅配事業を展開してい

ます。

お客さまに信頼して注文していただくために、秋

川牧園の安全・安心への取組みの歴史をホーム

ページにわかりやすく詳細に掲載しています。

親近感の醸成

木次乳業有限会社

寺坂農園株式会社

木次乳業では、低温殺菌でつくるパスチャライズ牛乳をは

じめとした乳製品の宅配事業を展開しています。

1,000人規模の消費者グループや小さな生協との関係づ

くりを重視し、「顔がみえるおつき合い」を大切にしていま

す。その一環で、取引先や消費者の見学を受け入れており、

年間に約1,000人の見学者が来訪しています。

TwitterやFacebookといったソーシャルメディアを利用してメロンの育成状況や収穫状況を伝える

一方で、日頃の出来事や北海道の景色など、一見、商売とは関係のない事柄も伝えています。

こういったメッセージを読むと、寺坂

社長がまじめな情熱家であることが伝

わってきます。また、一日のうちに何度

も情報発信するときもあり、いつの間

にか寺坂社長と友人になったような

親近感を感じます。

（出所）寺坂農園㈱のホームページ

（出所）㈱秋川牧園のホームページ

（出所）寺坂農園㈱のホームページ

（出所）奥出雲で「食の幸」「人の幸」に出会う雲南バスツアー
（公益財団法人ふるさと島根定住財団）

4 － ⑤ 通信販売

 



株式会社大麦工房ロア有限会社ひよこカンパニー

ひよこカンパニーは鳥取県八頭郡で鳥取県唯一の「平飼い」による養鶏を展開しています。主力商品で

ある「天美卵」は、飼料に添加物や抗生物質などの薬品を一切使用せずに採卵当日しか提供しないこだ

わり抜いた卵で１個１００円という価格でもお客さまから理解をいただきリピーターを増やしています。

設立当初は、地元住民に「天美卵」を無料で配布して味を知ってもらうことから始め、今では鳥取県だけ

に留まらず、通信販売によって全国に「天美卵」のファンが広がっています。

徹底的にこだわった飼料には地元の八頭船岡農場が耕作放棄地の再整備のために栽培した飼料米を

活用し、また飼料に含まれるおからや米ぬかは地元の豆腐店や農家から調達しています。一方で、鶏糞

は発酵させて肥料にし、地元の農家に配布しており、地域での循環型農業を実践しています。飼料以外

にも、地元の生産者から野菜を調達し、卵と詰め合わせにした「野菜ＢＯＸ」の宅配をしたり、フリーズド

ライに加工するなど地元の生産者と幅広い連携をしています。

通信販売だけではなく、２００８年に卵を使用したスイーツの直売店「ココガーデン」をオープンしまし

た。２０１２年にはスイーツアトリエ･ガーデンカフェとしてリニューアルオープンし、平日でも多くのお

客さまが訪れる地域住民の憩いの場になっています。

自治体やＪＡ、地元の生産者と「船岡共生の郷」を設立し、里山を復活させる取組みとして農業体験を

行っており、ビジネスを超えたネットワークを構築しています。

大麦工房ロアは栃木県足利市でケーキを中心とする洋菓子店としてスタートしました。浅沼社長が電

車の車窓から大麦畑の光景を見て閃き、大麦を調べてみると栃木県が日本一の大麦生産地であるこ

とがわかりました。そこで、地元に根付いた銘菓として「大麦ダクワーズ」を開発しました。

栃木県の大麦の多くはビールの主原料として使用されており、大麦の調達が難しかったのですが、「日

本一の大麦の生産地である地元（栃木県）の大麦を全国へ広めよう」という企業理念を地元の大麦生

産者と共有することによってビジネスパートナー以上の関係を構築しています。

それまではホテルや観光地の土産物店等への販売が中心でしたが、２０１１年に通販による全国の一般消

費者を開拓する戦略に舵を切り、広告宣伝費を大幅に増やし、５０万人の個人顧客獲得に成功しています。

「大麦食品の普及によって国民の健康増進に寄与すること」を目的に２００５年に２６社１団体で「大麦

食品推進協議会」を発足しました。また、栃木県の大麦を知ってもらうために、県内の農協、行政、食品

メーカーなど、５０以上の企業・団体が集結して「栃木の大麦食品を広める会」を設立しています。

２０１１年には、産官学金連携による新しい地域活性化モデルとして、「食と農」企業支援プロジェクト

において支援対象企業に選定され、宇都宮大学との共同研究では、大麦外皮・ぬか配合飼料で育った

鶏からの卵を使用した新商品を開発しています。

■ 成功を加速させるためのネットワーク構築
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4 － ⑤

自治体
ＪＡ

地元生産者

耕畜連携

船岡共生の郷

八頭船岡農場
（耕作放棄地の再生）

地元生産者・豆腐店

飼料米

おから・米ぬか

野菜

肥料（鶏糞）

憩いの場 農業体験

地元住民

飼料米

有限会社
ひよこカンパニー

株式会社
大麦工房ロア

宇都宮大学
大妻女子大学

農業関連団体

食品メーカー
加工業者

ＪＡ・
大麦生産者

栃木の大麦食品を
広める会

５０以上の企業・団体

大麦食品推進協議会
２６社１団体

通信販売

産業振興センター
産業技術センター



資金調達について
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5
６次産業化を展開していく上で大きな問題として資金調達があげられます。もっと生産量を増やすため

に農地を拡大したい、自ら加工・製造をしたいので加工場・冷凍工場を建設したい、加工・製造した製品

の在庫を保管しなければならない等、投資資金や運転資金等の資金調達の問題は経営とは切っても

切り離せない関係になっています。

資金調達といっても発展段階の進捗状況によって資金調達方法は異なってきます。農産物を安定して

生産する段階の「生産確立期」では補助金による資金の補助で十分な場合が多く、生産者から経営者

へと脱皮する「企業的経営移行期」から「6次産業化確立期」では自ら金融機関に訪問して融資で資金

を調達する段階になります。そして6次産業化をさらに拡大し、事業を飛躍させる「自立的発展期」では

金融機関からの融資だけではなく、ベンチャーキャピタルやファンドから事業体への出資による資金

調達が選択肢としてあがってきます。

農林水産省では加工場・冷凍工場等の2次産業や直売所・農家レストラン等の3次産業への設備投資

等のハード面への支援や、商品開発等のソフト面への支援として様々な補助金を取り揃えています。　

金融機関からの融資では、市町村から認定農業者として認められることで低利資金の融資や税制の

特例を受けることができます。また「六次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画を認定される

ことによってさらに有利な条件で融資や補助を受けることができます。また、全国の地域金融機関で

も地元の農林漁業を活性化させるために農林漁業者への融資の門戸を拡大しつつあります。

さらに、資金調達という課題を乗り越えてより6次産業化を推進していくために、平成25年1月には

㈱農林漁業成長産業化支援機構（Ａ-ＦＩＶＥ）という官民ファンドも設立され、新たなサポート体制も動き

始めています。

このファンドからの出資を受けるためには、農林漁業者と2次・3次事業者（6次産業化パートナー企

業）が連携して合弁会社を設立する必要があります。そして融資を受けた合弁会社は双方の強みと調

達した資金を活用することで新たなバリューチェーンを構築するなど、さらなる事業発展の可能性が

拡がっています。

㈱農林漁業
成長産業化
支援機構

６次産業化事業体を支
援するファンドに、
50%を上限に出資
指導、監督、政策趣旨に
沿わない案件に対する
拒否権を保持
２０年間の時限組織

■

■

■

〈機構の３大業務〉
　①出資
　②融資
　③マッチング

 

６
次
産
業
化
事
業
体

（
六
次
産
業
化
・
地
産
地
消
法
の
認
定
事
業
者
） 

対象
事業者

一体的

■出資期間は最長１５年間
■地域ファンドは、同地域に
　複数設立される場合も想定

農
林
漁
業
者

（
主
た
る
経
営
者
）

６
次
産
業
化

パ
ー
ト
ナ
ー
企
業

貸付

出資

出資

経営支援

直接出資

資本性劣後ローン（無担保・無保証）

出資

出資

農林水
産物等

技術、
販路、
ノウハウ

出資

出
資

国（
産
業
投
資
）

民
間
等
金
融
機
関

食
品
企
業
等 

サブファンド
出資

地方自治体、農業団体、
金融機関、地元企業等

民間等

間接出資

支援対象事業
活動支援団体

地域ファンド
又は テーマ
ファンド

生産確立期 企業的経営移行期 6次産業化確立期 自立的発展期
発展段階

売上高

補助金 融資 出資

6次産業化に取組む農林漁業者の発展段階

総合化事業計画認定者が活用できる主な融資、補助事業

農林漁業成長産業化ファンドのスキーム

（出所）農林漁業成長産業化支援機構　ファンド説明資料よりＮＡＰＡ編集

（出所）農林水産省「6次産業化の推進について」より抜粋

（出所）農林漁業成長産業化支援機構　ファンド説明資料

区　分

融　資

補　助

概　要

農林漁業者向け無利子融資資金（農業改良資金）の貸付（上限額：個人5千万円、法
人・団体1億5千万円）
短期運転資金（スーパーＳ資金）の貸付（上限額：個人1千万円、法人4千万円、金利
1.5％（平成25年8月19日現在））

新商品開発、販路開拓等に対する補助の補助率かさ上げ（通常1/2→認定者2/3）
★新商品開発に向けた試作品の製造に関する機器のレンタル・リース料や市場評価の実施、販路開拓に向けた商談
会への出展、パンフレットの作成費を支援

新たな加工・販売等へ取組む場合に必要な施設整備に対する補助（補助率1/2）
★実施主体を六次産業化・地産地消法又は農商工連携促進法の認定を受けた民間団体等に限定



６次産業化の「お問い合わせ先」一覧
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おわりに6
6次産業化の実行に向けてのステップ
農林漁業者が6次産業化に取組むということは、生産者から経営者になるということです。

経営をしていくためには、事業を計画し、実行するリーダーシップが求められ、また、加工・販売に取組

むのであれば、組織管理もしなければなりません。

そして、実際に事業を進めていくためには、まずは実行計画を作成することが重要です。実行計画の作

成には下図のステップ１からステップ6までを順番に進めていく必要があります。特にステップ２の事

業コンセプトの設計においては、「誰に」、「何を」、「いくらで」、「どうやって」売るのかを明確にすること

が重要です。

　また、計画の実行段階では、農林水産省が、食品事業者や関連事業者と共同で活動しているプロジェ

クト（ＦＣＰ※）を活用することも効果的です。

６次産業化に取組んではみたものの、なかなか経営が安定しないという農林漁業者の方々は、この実

践モデルを参考にしてもう一度自己の経営を振り返っていただければ幸いです。

ビジョンの設定

事業コンセプトの
設計

基本戦略の策定
経営課題の抽出

実行計画の作成

計画の実行

顧客ニーズ・競合
動向の分析

経営資源の
棚卸し

ステップ2

ステップ5

ステップ6

ステップ1

ステップ3 ステップ4

6次産業化に向けて、準備しな
ければいけない事項や経営課
題の解決方法を整理し、どのよ
うに進めるかのスケジュールを
決める。

「どのように」生産し、「どのよう
に」加工し、「どのように」販売す
るのかといったビジネスモデル
や、競争を勝つための基本的な
スタンスを決める。
また、基本戦略を実行する上で
不足している経営資源等の経営
課題を整理する。

事業コンセプトは、仮説をつ
くって、顧客ニーズ・競合動向の
分析結果や経営資源の棚卸し
結果と照し合わせ、仮説を見直
すといった検討を繰り返すこと
で、よりよい事業コンセプトに
していく。

6次産業化に必要とな
る ヒト・モノ・カネ、技
術・ノウハウ、ネット
ワークといった経営資
源が、自社にどのくら
いあるかを整理する。

6次産業化においてターゲット
としているお客さまのニーズや
競合となる企業の戦略等を調
査・分析する。

「だれに」対して「どのようなも
の」を提供するのかといった事
業の骨格となる事項を決める。

6次産業化によって実現したい将
来のありたい姿（目標）を決める。

６次産業化に関する本省のお問い合わせ先は、

食料産業局　産業連携課（TEL：03-6744-2063）
※農山漁村の６次産業化に関する情報は、【http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html】に掲載しております。※ＦＣＰとはフード・コミュニケーション・プロジェクトのことであり詳しくは農林水産省のＨＰをご覧ください。

　http://www.food-communication-project.jp/

〒060-0004
北海道札幌市中央区北4条西17丁目19-6
TEL：011-642-5485

北海道

東北農政局

経営・事業支援部 事業戦略課

北海道農政事務所

農政推進部 経営・事業支援課

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町３丁目3-1
仙台合同庁舎
ＴＥＬ：022-221-6146

青森県、岩手県、宮城県
秋田県、山形県、福島県

〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
ＴＥＬ：048-740-5341

茨城県、栃木県、群馬県
埼玉県、千葉県、東京都
神奈川県、山梨県、長野県
静岡県

〒920-8566
石川県金沢市広坂2丁目2-60
金沢広坂合同庁舎
TEL：076-232-4233

新潟県、富山県
石川県、福井県

〒460-8516
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2-2
農林総合庁舎1号館
TEL：052-746-1215

岐阜県、愛知県、三重県

〒602-8054
京都府京都市上京区西洞院通下長者町
下ル丁子風呂町
TEL：075-414-9024

滋賀県、京都府、大阪府
兵庫県、奈良県、和歌山県

〒700-8532
岡山県岡山市北区下石井1丁目4-1
岡山第2合同庁舎
TEL：086-224-9415

鳥取県、島根県、岡山県
広島県、山口県、徳島県
香川県、愛媛県、高知県

〒860-8527
熊本県熊本市春日2丁目10-1
熊本地方合同庁舎
TEL：096-211-9319

福岡県、佐賀県、長崎県
熊本県、大分県、宮崎県
鹿児島県

〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL：098-866-1673

沖縄県

関東農政局

経営・事業支援部 事業戦略課

北陸農政局

経営・事業支援部 事業戦略課

東海農政局

経営・事業支援部 事業戦略課

近畿農政局

経営・事業支援部 事業戦略課

中国四国農政局

経営・事業支援部 事業戦略課

九州農政局

経営・事業支援部 事業戦略課

沖縄総合事務局

農林水産部 食品・環境課
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〒９０５-０４１２　沖縄県国頭郡今帰仁村湧川369　ＴＥＬ：0980-51-5111
ＵＲＬ： http://happy-aiaifarm.com/
概 要： 農産物の生産・加工・販売、廃校を活用したレストラン・宿泊事業

株式会社あいあいファーム

〒７５３-０３０３　山口県山口市仁保下郷３１７番地　ＴＥＬ：０８３-９２９-０２９７
ＵＲＬ： http://www.akikawabokuen.co.jp/
概 要： 鶏肉、豚肉、牛肉、牛乳、鶏卵、無農薬野菜の生産・加工および宅配事業

株式会社秋川牧園

〒８６９-５４４１　熊本県葦北郡芦北町佐敷４２４　ＴＥＬ：０９６６-８２-２５１５
ＵＲＬ： http://www.ja-ashikita.or.jp/about.html
概 要： 熊本県葦北郡芦北町、津奈木町、水俣市をエリアとする農業協同組合

あしきた農業協同組合

〒７９１-３３０１　愛媛県喜多郡内子町内子２４５２番地　ＴＥＬ：０８９３-４３-１１２２
ＵＲＬ： http://www.karari.jp/
概 要： 農産物の加工・販売、直売所・レストラン等の運営

株式会社
内子フレッシュパークからり

〒７８１-６２０１　高知県安芸郡馬路村馬路３８８８-４　ＴＥＬ：０８８７-４４-２０２１
ＵＲＬ： http://www.yuzu.or.jp/
概 要： 柚子の生産、加工、販売までを一貫体制で行う農業協同組合

馬路村農業協同組合

〒６３７-0105　奈良県五條市西吉野町湯塩35番地　ＴＥＬ：０７４７-２５-０１３５
ＵＲＬ： http://www.nouyusha.com/
概 要： 梅・柿・野菜等の農産事業、加工事業、販売・サービス事業

有限会社王隠堂農園

〒３２６-０００５　栃木県足利市大月町３-１　ＴＥＬ：０２８４-４３-２３０６
ＵＲＬ： http://www.oomugi.jp/
概 要： 大麦を使用した菓子製造販売、直営店の運営

株式会社大麦工房ロア

〒８７７-０２０１　大分県日田市大山町西大山４５８７番地　ＴＥＬ：０９７３-５２-３０００
ＵＲＬ： http://www.hibikinosato.co.jp/
概 要： 果実酒類及びリキュール類の製造販売、料理店の経営、宿泊事業等

株式会社おおやま夢工房

〒９０４-０３２８　沖縄県中頭郡読谷村字宇座６５７番地１　ＴＥＬ：０９８-９５８-７３３３
ＵＲＬ： http://www.okashigoten.co.jp/index.html
概 要： 紅いもの加工・販売、直売店・レストランの運営

株式会社お菓子のポルシェ

〒６９９-１３２３　島根県雲南市木次町東日登２２８-２　ＴＥＬ：０８５４-４２-０４４５
ＵＲＬ： http://www.kisuki-milk.co.jp/
概 要： 牛乳や乳製品の製造・販売

木次乳業有限会社

〒８１１-４２０４　福岡県遠賀郡岡垣町手野１８３　ＴＥＬ：０９３-２８２-２２２６
ＵＲＬ： http://www.budounoki.co.jp/
概 要： 和食・洋食料理店経営、ＦＣ店への食材供給、宿泊施設経営、小売業、ブライダル事業

株式会社グラノ２４Ｋ

〒３７９-１２０７　群馬県利根郡昭和村赤城原８４４-１２　ＴＥＬ：０２７８-２４-７７１１
ＵＲＬ： http://www.akn.jp/index.php
概 要： 有機栽培によるこんにゃく、野菜の生産、加工、販売

グリンリーフ株式会社

〒４７４-００４１　愛知県大府市吉田町正右ヱ門新田１-１　ＴＥＬ：０５６２-４５-４０８０
ＵＲＬ： http://www.agritown.co.jp/
概 要： 日本最大級の産地直売所（地産地消の複合拠点施設）を経営

株式会社げんきの郷

〒８６１-１３１２　熊本県菊池市森北１０７７番地　ＴＥＬ：０９６８-２４-０００７
ＵＲＬ： http://cocco-farm.co.jp/
概 要： 卵、鶏肉の生産・加工・販売、健康関連食品の開発と販売

株式会社コッコファーム

〒６１２-８２３６　京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内３０番地　ＴＥＬ：０７５-６０１-０６６８
ＵＲＬ： http://kotokyoto.co.jp/index.html
概 要： 九条葱の生産・加工・販売、卵・鶏肉販売、京野菜直売所運営・卸販売

こと京都株式会社

〒８５６-０００５　長崎県大村市弥勒寺町４８６　ＴＥＬ：０９５７-５５-５２８８
ＵＲＬ： http://www.chouchou.co.jp/
概 要： 農産物の生産・加工・販売、直売所・レストランの運営、農業塾の実施

有限会社シュシュ

〒９９７-０１２２　山形県鶴岡市羽黒町大口字木戸口７６-１　ＴＥＬ：０２３５-７８-０１６１
ＵＲＬ： http://www.komek.jp/
概 要： 米の集荷・販売

株式会社庄内こめ工房

〒５１９-２２１１　三重県多気郡多気町丹生５６４３　ＴＥＬ：０５９８-４９-４３００
ＵＲＬ： http://www.ma.mctv.ne.jp/̃mameya/index.html
概 要： 直売所・農家レストランの運営

有限会社せいわの里

〒０７１-０７７５　北海道空知郡中富良野町東５線北４号　ＴＥＬ：０１２０-３６６-４２２
ＵＲＬ： http://furano-melon.jp/
概 要： メロンの生産・販売、トウモロコシ・アスパラガス等の仕入・販売

寺坂農園株式会社

〒０８０-１４０７　北海道河東郡上士幌町字上音更西1線261番地　ＴＥＬ：０１５６４-２-３９２３
ＵＲＬ： http://www.milkjam.com/
概 要： 放牧酪農による牛乳の生産・加工・販売、直営店の運営

有限会社十勝しんむら牧場

〒６８０-０４１４　鳥取県八頭郡八頭町橋本８７７　ＴＥＬ：０８５８-７３-８２１１
ＵＲＬ： http://www.oenosato.com/
概 要： 平飼い養鶏による卵の生産・加工・販売、直営カフェの運営

有限会社ひよこカンパニー

〒７２８-０６２４　広島県三次市上田町１７４０-３　ＴＥＬ：０８２４-６９-２３４６
ＵＲＬ： http://www.marumero.com/
概 要： 果樹栽培を中心とした観光農業及び農産物の加工、販売

有限会社平田観光農園

〒０４９-４８２２　北海道久遠郡せたな町瀬棚区元浦１６１-５　ＴＥＬ：０１３７-８７-３４５５
ＵＲＬ： http://www.asahimaru.com/index.html
概 要： イカ、海老、その他海産物の漁、加工、販売

有限会社マーレ旭丸

〒７７１-０２１８　徳島県板野郡松茂町住吉４-３　ＴＥＬ：０８８-６９９-２３４５
ＵＲＬ： http://www.maruha.org/index.html
概 要： れんこん等の生産、加工、販売

株式会社マルハ物産

〒２８９-０４２４　千葉県香取市新里１０２０　ＴＥＬ：０４７８-７８-５５０１
ＵＲＬ： http://www.wagoen.com/main.html
概 要： 農産物の生産・加工・販売、農園リゾートの運営、海外展開等

農事組合法人和郷園
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