
高原イメージを伝えるブランド戦略 

三国高原農事組合女性部（瀬戸市）  

 

【概要】 

・標高 500～600㍍の高地で、主に夏秋作の葉菜類、根菜類を栽培し
ている。 

・栽培計画を組合員で統一し、マークを作るなど「高原」のイメージ
を活かした農産物の栽培、加工品の開発に取り組む。 

・平成 24年度には、公益財団法人 愛知県農業振興基金の事業を活用
して漬物の商品化と新規野菜のＰＲを実施した。 

 

○取組概要 

・道の駅「瀬戸しなの」へ出荷するために設立され、三国高原の気候を活かしてキュウリ、モ
ロッコインゲン、タマネギ等、多品種の野菜を栽培している。 

・生産した農産物は、道の駅「瀬戸しなの」や産直施設等で販売し、消費者からは「甘みが強
い」と好評である。 

 

○相談内容 

・これまでは組合員それぞれで野菜を生
産していたが、ブランド化を進めるた
め、作付計画の統一や新たな品種の導
入に取り組み始めた。そこで、「三国
高原野菜」のブランド化にあたって、
目指すべきイメージへの戦略や平地
の野菜との差別化を図る上での工夫
などをアドバイスしてほしい。 

・年間を通じた販売ができるように加工品開発にも
取り組むことを考えているが、どのように進めた
らよいか。 

 

 

○ポイント 

「高原」をイメージできるマークが必要 

「高原」野菜というのは、消費者に対してイメージが良い。“この野菜はこういう所で作ら
れた野菜なんだ”ということが伝わる（イメージできる）ようなマークが必要である。 

売る相手のイメージを自分の中に作ること 

どんな人にファンになって欲しいのか、例えば、単に“女性に売る”といっても、高齢者
なのか主婦なのか、若い 10 代なのか、などで売り方に違いがでる。 

自信を持って消費者にお勧めできるものを作ること 

ただし、世代間で嗜好や食に対する関心の差もある。時には対面販売するのも良い。 

【県の支援】 
・取組事例をＨＰ等で紹介。 
・愛知県農業振興基金の情報を提供。 
・加工品の開発を支援。 

販売の様子 

寒ちぢみほうれん草を検討 ボードを使って紹介 



ミニトマト「旬桃輝」の加工品の販売戦略 

ＪＡあいち海部よつえ生産部会（愛西市）  

 

【概要】 

・独自ブランドとしてミニトマト「旬桃輝」（しゅんとき）を生産して
いる。 

・生果だけでなく、加工品からも「旬桃輝」の良さを消費者に知って
もらいたく、ジュースやケチャップを商品化している。 

・ミニトマトを使ったゼリーやラスクなど新たな商品開発にも力を入
れ、積極的な販路拡大と新商品とのセット販売によって収益向上に
取り組んでいる。 

 

○取組概要 

・部会員７名でミニトマトを生産する組合である。 
・このミニトマトは甘みが強いことが特徴で、減農薬栽培や減化学肥料栽培を実践して生産し

ている。 
・ミニトマトは「旬桃輝」のブランド名で販売し、ジュース等の加工品も手がけている。 
 

 

 

 

 

 

○相談内容 

・多くの消費者に味わってほしくて加工品製造に取り組んだが、販売先を十分に検討していな
かった反省点がある。 

・加工品には自信はあり、地元メディアに取り上げられることもあったが、恒常的な販売には
つながらなかった。 

・恒常的に販売できる販路の拡大を図っていきたい。 

 

○ポイント 

貪欲にビジネスチャンスを掴む 

メディアへの露出により一時的に売れたとしても長続きしないことが多い。しかし、その
際に消費者の反応を研究することはできるはず。また、過去に百貨店担当者からミニトマト
を使ったお菓子の販売の話を持ちかけられたことがあり、そのときは経験も少なく及び腰
だったとのことだが、チャンスには貪欲になることが大切である。 

自分たちの思いを理解し、共感してくれるメーカーを見つけること 

部会で生産から加工まで行うのは大変である。加工を委託する場合、一般の加工業者は、
加工賃さえ払えば、売れるか否か関係なく商品にしてくれる。部会の取組を理解し、共感し
てくれる加工業者を見つけ、連携して売れる商品を製造することが必要である。 

【県の支援】 
・新商品のモデルを提案。 
・専門家の紹介と情報を提供し、試食会
やモニタリングの取組を支援。 

・栽培技術の指導。 

ミニトマトの栽培→ 

㊧ミニトマト「旬桃輝」、㊥ミニトマトジュース、㊨トマトケチャップ 



「FOODEX JAPAN」の海外来場者に対する商品ＰＲ戦略 

ＪＡあいち海部よつえ生産部会（愛西市）  

 

【概要】 

・あいちブランド創出委員会をきっかけに、ミニトマト「旬桃輝」（しゅんとき）の海外への
販路拡大を目指して「FOODEX JAPAN2013（第 38回国際食品・飲料展）」に出展した。 

・海外バイヤーを意識し、展示会用の新商品の開発やディスプレイにこだわったことで、多く
の商談を実施することができた。 

 

○取組概要 

・部会員７名でミニトマトを生産する組合である。 
・このミニトマトは甘みが強いことが特徴で、減農薬栽培や減化学肥料栽培を実践して生産し

ている。「旬桃輝」のブランド名で販売し、ミニトマトジュース等の加工品も手がけている。 
・前年度もあいちブランド創出委員会で加工品の販売戦略についてアドバイスを受け、販路拡

大に取り組んでいる。 

 

○相談内容 

・農業者として生産から携われる利点を活かした販売を目指し、国内に限らず海外も視野に入
れた販路拡大を目指している。 

・まずは、「FOODEX JAPAN2013」に出展し、多くの海外バイヤーと商談することで、経営の推
進力にしたい。 

 

○ポイント 

海外バイヤー向けＰＲ資材の作成 

販売したい国によって、言語や文化に合わせた見せ方が違っ
てくる。また英語表記の名刺、電話番号に国番号や E-mailなど
を記載すること等の配慮が大切である。 

ラベルで共通性とコンセプトを表示 

共通したラベルやロゴによって、同じ生産者が作ったもので
あるという共通性が分かるようにし、ラベルやロゴには商品開
発の背景やこの商品をなぜ作ったかなどを意識してデザインす
る。 

視野を広げて、フルーツとしてのトマト販売 

果物屋でも、フルーツトマトやミニトマトを店頭に置いてい
る場合もあり、値段も高い。視野を広げ、野菜という感覚から、
ミニトマトの甘さを活かしてフルーツとしての感覚で販売する
ことが必要である。 

【県の支援】 
・「FOODEX JAPAN2013」への出展を
支援し、新商品モデルを提案。 

「FOODEX JAPAN2013」への出展の様子→ 
㊤ブースの様子、㊦バイヤーへのＰＲの様子 



消費者目線のニーズから考える生産と販売 

蟹江町鉢物部会アロマム研究会（蟹江町）  

 

【概要】 

・甘い香りがするキク「アロマム」を生産し、香りの効能の分析やハチミツ採取など、鑑賞以
外の活用を模索している。 

・消費者ニーズを把握し、ニーズにあった時期に出荷できるよう高地栽培による開花の前進や
高品質化に取り組んでいる。 

 

○取組概要 

・アロマムは甘い香りのするキクで、中部電力と広島大学が共
同開発した品種である。 

・研究会は中部電力との契約栽培による生産を行い、栽培技術
の向上に取り組んできた。 

・東京や名古屋でのＰＲ活動や化粧品会社、ＮＰＯ法人と連携
した取組も積極的に行っている。 

 

○相談内容 

・アロマムの香りの効能や蜜の活用など、鑑賞以外の活用についても研究し、積極的に消費者
へＰＲしている。今後、アロマムのブランド化を進めるため、効果的なＰＲ方法や消費者ニー
ズの把握、ニーズにあった商品開発をどのように進めるべきか。 

 

 

○ポイント 

抽象的な質問で消費者ニーズを把握 

サイズや色等をピンポイントで調査することは、消費者の趣向によってバラバラの結果と
なる。そこで、「どのような場面で使うのか」「どのような使い方をするのか」等、抽象的で
はあるが、消費者の生活場面から把握していくとニーズが掴めることがある。 

 

「受験」をキーワードに連携を図る 

アロマムの香りに「集中力の向上」という効能があることが学会で発表されている。この
効能を武器に、合格祈願の神社や予備校などと連携し、受験生等を中心に販売することも考
えられる。 

【県の支援】 
･花き市場等と連携した消費者
ニーズの把握を支援。 
･計画的出荷技術の確立。 

アロマムに飛来するミツバチ 

研究会の様子→ 
㊧ほ場で花の状態を確認 

㊨ラベルのデザイン等を検討 



「夢のかなう」で差別化した販売戦略 

ＪＡあいち海部（津島市）、洋菓子店「パリジャン」（蟹江町）  

 

【概要】 

・ＪＡあいち海部といちご生産者は、県育成品種のいちご「ゆめのか」を
用いたケーキの商品開発を地域の洋菓子店「パリジャン」と行った。 

・数多くあるいちごの商品の中で、品種名「ゆめのか」が「夢のかなう」
という意味を持つことに関連して「夢のかなうケーキ」として販売し、
他の商品との差別化を図ることができた。 

・この取組はメディアにも取り上げられ、いちごの消費拡大にもつながっ
た。 

 

 

○取組概要 

・これまで、ＪＡあいち海部は、大手コンビニエンスストアと連携し、
「ゆめのか」を使ったプリンやシフォンケーキを開発し、販売してき
た。 

・また、洋菓子店「パリジャン」は地域の洋菓子店で、新鮮な素材にこ
だわった手作りの店である。 

 

○相談内容 

・ＪＡあいち海部やいちご生産者は、日頃から地域の「ゆめのか」を食
べてもらいたいという思いがあり、また、洋菓子店「パリジャン」も、
地域の農産物を使ったおいしいケーキを作りたいという思いがあった。 

・「ゆめのか」を使った新しい商品の開発について、広く消費者に受け入
れられるものとするためには、どのようなこと
に注意して行ったらよいのか。 

 
 

 

○ポイント 

「夢のかなう」イチゴで差別化図る 

いちごを使ったケーキは数多くあるため、他の商品とは違う
点をＰＲして差別化を図る必要がある。 

 
⇒委員会後、ＪＡあいち海部と洋菓子店「パリジャン」は、「夢

のかなう」という思いで名付けられた「ゆめのか」を使って
開発したケーキを「夢のかなうケーキ」として差別化を図り、
バレンタインデーや受験シーズンに販売を始めた。 

【県の支援】 
・生産者と洋菓子店のマッチング。 
・テレビ等でのＰＲ活動を支援。 
・栽培技術の指導。 

㊤夢のかなうケーキ 
㊦テレビ局の取材風景 

パティシエの作業
風景 

ゆめのか→ 



統一した取組と消費者の意見で「知多」のイメージ作り 

知多養鶏農業協同組合（半田市）  

 

【概要】 

・平成 19 年の組合創立 40周年を記念に開発した加工食品を皮切りに、鶏肉や卵を使った多く
の加工品開発に取り組んでいる。 

・これまでに「知多産赤どりチキンカレー」「黒酢マヨネーズ」「たまご屋さんのたまり」など、
他業種と連携して開発・販売している。 

・今後も生卵の販売促進を目的に、消費者ニーズを取り込んだ商品開発を行う。 

 

○取組概要 

・知多半島近郊の養鶏農家で構成される組合である。 
・地元消費者に新鮮で安心・安全な鶏卵、鶏肉及びその加工品を提供し、卵の消費拡大を図る
ために多くの加工品の開発に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

○相談内容 

・加工品の取組は、生卵販売の宣伝広告として開発・販売をしてきたが、「知多」というイメー
ジが生卵販売や加工品販売において定着していないと感じている。これら商品が知多地域の
ブランドとして育つにはどのようにすればよいのか。 

 

 

○ポイント 

共通の名称で統一的に取り組むこと 

例えば、組合の養鶏家が共通して「知多養鶏」の商標で販売することや、加工品に付いて
いる鶏のマークを生卵販売でも表示して加工品と生卵とを関連づける。これで、消費者は「同
じ卵」であることが認識できるようになる。 

消費者との情報交換に取り組むこと 

消費者が「知多」に何をイメージするかを知るためにも、消費者との情報交換は大切であ
る。例えば、パックにメッセージやホームページのアドレス、アンケートなどの紙を入れる
だけでも大きな違いとなる。 

「知多のたまごファン」を作る大切さ 

畜産業の現場は消費者から遠い存在である。防除の問題はあるが、この距離感を縮めてい
くことため、生産現場の見学会などで消費者に情報を伝えることが必要である。 

加工品 ㊧知多産赤どりチキンカレー、㊥黒酢マヨネーズ、㊨たまご屋さんのたまり 

【県の支援】 
・養鶏全般に関する相談。 



物語の確立と食育マニュアルで認知度向上 

海産物とこ丸(株)（常滑市）、中部国際空港（株）（常滑市）  

 

【概要】 

・中部国際空港の空港護岸に造成された藻場から採れる海藻「アカモク」を有効利用するため、
中部国際空港（株）が商品化を企画し、地元漁師の有志数人の協力を得て商品化した。 

・アカモクを新しい食材として、有効成分や食べ方のＰＲを行い、学校給食への食材提供にも
挑む。 

 

○取組概要 

・空港護岸の藻場には、毎年相当量のアカモクが発生する。 
・これまで有効利用されていなかったが、アカモクは有効成分
を多く保有していることが分かっている。 

・そのため、中部国際空港（株）が地元漁師と協力して商品化
したアカモクを、中部国際空港（株）の支援を得て、地元漁
師が「海産物とこ丸（株）」を設立し、製造・販売者として
自立化に向けて歩み始めている。 

 

○相談内容 

・あまり知られていなかったアカモクではあるが、少しずつ消費者に認知され始めていると感
じている。今後、これまで以上にアカモクの認知度を向上させ、アカモクの活用法や他の海
藻との差別化を図りたいと考えているが、どのようにすればよいのか。 

 

 

○ポイント 

ストーリー（物語）を確立すること 

アカモクには、空港の護岸形成によって海の恵みがもたらされている点や、漁師の厄介も
のであったアカモクが、みんなで調べると、美味しく栄養も豊富な食べ物であるなど、アカ
モクのストーリーを確立させることが大切である。 

 

ストーリーをマニュアル化して食育に活用すること 

アカモクのストーリーは、「環境共生」「新しい食材」等の点で学校教育に取り入れやすい。
そこで、ストーリーをマニュアル化して、学校の先生など誰でもストーリーを説明できるよ
うにすることで、食育としての広がりをみせることができる。 

 

取引先の意見を聞いて常にメンテナンスすること 

取引先のほか、学校の先生などの意見・要望を聞いて、取組をメンテナンスする（少しず
つ改良していく）ことが大切で、一度決めた取組内容で「終わり」という訳ではない。意見
や要望を常に取り入れていくことで、思いが他へも伝わり、広がりをみせていく。 

【県の支援】 
・給食関係者への働きかけを支援。 

アカモクの商品 



商品開発の思いと非常食にまで役立つ利便性をＰＲ 

ＪＡあいち知多（常滑市）  

 

【概要】 

・ＪＡあいち知多は、地元農産物を地域の人たちに知ってもらい、同時に年間を通じて味わえ
るようにしたいという思いがある。 

・地元の農産物を「農協が作ったシリーズ」として商品化することで地産地消に取り組み、も
ち麦茶、ふきみそ、赤飯などを商品化している。 

 

○取組概要 

・知多半島を管内とするＪＡ（農協）である。 
・地元農産物を原料に、加工品「農協が作ったシリーズ」を展
開している。 

・これら加工品は、ＪＡグリーンセンターやＪＡあぐりタウン
げんきの郷、県内Ａコープとグリーンセンターで販売されて
いる。 

 

○相談内容 

・「地元」である知多半島にこだわり、地元農産物を使った加工
品を開発しているが、加工品を開発し販売していくための
マーケティング手法や販売戦略はどうすればよいか。 

・多くの商品の中から選んでもらうための手法や、パッケージ
デザインで販売者・開発者として気をつけることはあるか。 

 

 

○ポイント 

商品開発時のストーリー（物語）を前面に 

商品開発にあたっては、商品それぞれのストーリーがある。例えば「もち麦茶」では、も
ち麦の種子を譲り受ける苦労や地域の農業者と協力して生産を拡大していくなど、これらス
トーリーを前面に出し、デザインを含めてＰＲして消費者に共感してもらうことが大切であ
る。 

「非常食を日常食」としての可能性を提案すること 

東日本大震災時に、ＪＡあいち知多が東北地方の姉妹ＪＡの職員向けに加工品を非常食と
して支援したところ、姉妹ＪＡ職員らで食べるのではなく、被災者に配ったというストーリー
がある。この絆を物語としてＰＲし、レトルト食品は非常食として常備しながらも、普段の
食事で利用することができる利便性を消費者に提案していく。 

地域の学校とつながること 

地域に浸透させるためには、地域の学校とつながることが大切である。例えば、商業高校
や工業高校と協力してマーケティングやデザインのコンテストを開催することで、生徒から
のアイデアを集められるとともに、それをきっかけとして家族への浸透も期待できる。 

 

【県の支援】 
・ビジネスフェアへの出展を支援。 
・ＰＲの活動を支援。 

農協が作ったシリーズ 



こだわりと創意工夫で乳製品の魅力を発信 

合同会社 酪（西尾市）  

 

【概要】 

・「酪農を愛し、乳製品の価値を高めること」、「地域の活性化に
貢献すること」、「みんなに感動を与え、感謝される仕事をす
ること」を経営理念としている。 

・牧場で採れた生乳を使ったプリン等の加工品を地元中心に販
売している。特に地元の西尾の牛ふん堆肥を使い資源循環に
配慮して栽培された抹茶を使った商品にこだわりを持つ。 

 

○取組概要 

・西尾市にある２つの牧場が協力して平成 21年に設立された合同会社である。 
・乳製品の価値向上と酪農の魅力と役割を発信し、地域の活性化に取り組んでいる。 
・これまで、牧場で採れた生乳を使って作った牛乳プリン、生キャラメル、ソフトクリームな
どを販売している。 

 

 

 

 

 

 

 

○相談内容 

・「こだわり」には強い思いがあり自信を
もっているが、上手に消費者に伝え切れ
ておらず悩んでいる。 

・また、経営状態についても厳しい状態が
続いており、改善が必要と感じている。 

 

○ポイント 

「こだわり」「思い」を積極的に発信すること 

牧場主が作る加工品としての「こだわり」「思い」を商品自体に表示。また、ツイッターや
フェイスブック等の SNS を利用して積極的に発信する。いずれは、口コミで広がっていく。 
また、地元産の原料にこだわっているなら POP 等も工夫して、「西尾産」を強調。詳しい情

報はネットに掲載することで、「酪」のホームページに消費者を誘導できる。 

味については若い人の意見を大切にすること 

若い人たちが美味しいと思わないと売れない。そこで、商品開発は、地元農業高校等にコ
ンテスト形式で仕掛けて協力してもらう方法がある。「酪」が原点としている「地元」の協力
を商品開発のストーリーに取り込むことで、商品のコンセプトができあがる。 

【県の支援】 
・農林水産フェアでの消費者意向調査を支援。 
・地域の高校と「酪」とのパイプ役として、意
見を聞く機会を設定。 

・酪農経営を支援。 

牛乳と抹茶の 
ソフトクリーム 

たまごプリン 生キャラメル 



マイナスイメージを払拭し、ジビエの活用を目指して 

農村輝きネット・おかざき（岡崎市）  

 

【概要】 

・猪肉を地域資源として活用する取組を行っている女性農業者組織
で、これまで猪肉を使った「猪の肉入り味ごはん」を開発し、イ
ベントで販売して消費者に好評であった。 

・ジビエ料理の新たな製品開発を続けている。 

 

 

○取組概要 

・豊かな農家生活を築くことを目的に活動する組織である。 
・鳥獣害対策として、ジビエ（獣の肉）を使った「猪の肉入り味ごはん」を販売している。 
・「猪の肉入り味ごはん」は、肉のにおいや堅さを上手に調理して消しており、「おいしい」と
消費者に好評である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○相談内容 

・多くの消費者に猪肉が受け入れられるように、「猪の肉入り味ごはん」に加え、猪肉を使った
ジビエメニューを増やしたいと考えている。 

・猪肉に対する悪いイメージ（堅さ・におい）を払拭することが重要で、これから開発する新
メニューを効果的にＰＲしていきたい。 

 

 

○ポイント 

高級食材として売り込むべき 

ジビエは、都市部ではフレンチやイタリアンで高級料理。地域資源として、地域全体で取
り組みを進めるべき。 

ジビエメニューで悪いイメージを払拭する 

「猪の肉入り味ごはん」を道の駅で販売し、猪肉の味を知ってもらうことで、悪いイメー
ジを払拭できる。１日５０食限定の販売でも効果は見込める。また、猪肉の味噌漬けや猪肉
バーガーやコロッケなどの加工品が考えられ、地元のベテラン主婦が取り組んでいることに
付加価値がある。 

【県の支援】 
・製造施設整備にあたっての投資効
果等をアドバイス。 

・新たな製品開発に協力。 

猪の肉入り味ごはん 猪肉料理 

岡崎市民まつりでの販売→ 



コンセプトを明確化して新商品開発に取り組む 

農業生産法人 なのはな農園株式会社（豊田市）  

 

【概要】 

・遊休農地で栽培した菜の花を原料とした油と醤油の販路拡大を目指し、商品コンセプトを明
確にした。 

・商品コンセプトにあわせてパッケージデザインを変更し、あわせて他業種とのコラボレーショ
ンによって新商品開発を行った。 

 

○取組概要 

・平成 19年に発足したＮＰＯ法人豊田・加茂菜の花プロジェクト
の事務局として、遊休農地で菜の花の栽培を開始した。 

・平成 21 年に菜の花油の製造を開始し、平成 24 年には「なのは
な醤油」を製品化している。 

 

○相談内容 

・これまで商品化した菜の花を使った油と醤油の販路拡大を目指
している。 

・商品コンセプトの明確化とパッケージデザインを含めた
商品改良に取り組みたい。 

 

○ポイント 

値段の高い理由をストーリー（物語）で受け入れてもらう  

値段が高いことには、その分だけ消費者が納得できる理由が必要である。 
 
⇒委員会後、なのはな農園株式会社では、取組の原点である「人に優しい」「環境にやさし
い」というコンセプトを明確にし、商品にに込められた思いをストーリーにして消費者
に値段が高い理由を受け入れてもらうようにした。 
また、商品コンセプトが明確になったことで、対面販売時のスタッフの服装や言動にも
工夫されるようになった。 

 

菜の花の油と醤油を使った新商品開発を行う 

⇒菜の花の油と醤油を使用した新商品の開発
に力を入れ、「いいともあいちネットワーク
会員」とコラボレーションすることでバー
ニャカウダ（ディップソース）とポン酢、
醤油を商品化し、レシピの開発も行った。
現在は、コンセプトや食べ方を消費者にＰ
Ｒすべきとの考えから対面販売のみである
が、順次、販売を拡大していく予定である。 

【県の支援】 
・コンテストの情報を提供。 
・人・農地プラン（国事業）
を説明。 

なのはなの醤油・油・ポン酢 

㊧和風バーニャカウダ 
㊨ピピッとあいちでの対面販売の様子 



“思い”を伝える売り方とプラスαの魅力 

ルネッサンストマトプロモーショングループ（設楽町）  

 

【概要】 

・中山間地の気候を活かして、県育成品種である「ルネッサンストマト」の栽培に取り組む。 
・販路拡大のためにブランド力の強化が必要と考え、地域ブランドの確立のため地元産直施設
で販売を行う。 

・また、大手小売店と連携して、都市部への加工品販売にも取り組んでいる。 
 
 

○取組概要 

・設楽町名倉地区で「ルネッサンストマト」を栽培している。 
・「ルネッサンストマト」は、当初は道の駅や産直施設で販売し
ていたが、大手小売店のプライベートブランド商品としても販
売を始めている。 

・「ルネッサンストマト」を加工委託業者によってジュースに加
工し、道の駅や産直施設で販売を始めた。 

 
 

○相談内容 

・「ルネッサンストマト」のジュースは販路開拓に十分な取組が
できていない。 

・「ルネッサンストマト」のブランド力を高め、販路を拡大する
ためにはどのようにすればよいか。 

 
 
 
 
 
 
 
○ポイント 

“思い”を伝える「売り方」を考えること 

設楽町名倉のトマトであることを伝えるため、ＨＰの開設や、産直施設や道の駅でＰＯＰ
を使って地域性をアピールすること。また、高級志向か否かなど、マーケットをどこにする
かを考え、売り先でＰＲや売り方を変えていくこと。 

 

トマト＋α（アルファ）の魅力が必要である 

提案型の販売で、“＋α”の価値を見出してもらえるように売る。必要なら、企画提案を行
うビジネスパートナーと組むことも必要である。また、生産者でチームを組み、産地の体制
を強化して、「産地」として取り組むことも重要である。 

【県の支援】 
・農林水産フェアへの出展とＰＲ活動の支援。 
・栽培技術の指導。 

ルネッサンストマト 

ルネッサンストマトのジュース→ 



魅力再発見と情報発信で施設利用・販売の向上へ 

有限会社 モカル富山（豊根村）  

 

【概要】 

・中山間地の観光施設（温泉、バンガロー、宿泊施設、喫茶・食堂）
を村行政の委託を受けて管理・運営している。 

・こだわりを持って作る加工品「栃餅」を軸に、地域の自然や文化
を積極的にＰＲして、利用者数及び加工品の販売を伸ばしている。 

 

 

○取組概要 

・豊根村富山地区にある都市交流施設に
ついて、村役場の委託を受け、宿泊施
設や温泉施設、喫茶・食堂を運営して
いる。 

・平成 21 年にはアンケートを実施し、
ふるさとの思い出や好きな場所、料理
など、地域を元気にするアイデアを募
集した。その結果を受けて、経営改善
の工夫を行っている。 

 

○相談内容 

・限界集落になりつつある地域であり、都市部からの交通が不便という点が地域全体の課題と
なっている。 

・このような中でも豊かな地域資源を有効に使い、宿泊
施設や喫茶・食堂等の利用者の増加を図り、地域の活
性化につなげていきたい。 

 

○ポイント 

栃餅と富山地区のストーリー（物語）をＰＲすること 

富山地区の名産である「栃餅」は、添加物を加えず作る村
民が大切にしたいもののひとつ。村民にとって栃の実がなぜ
大切なのか？を富山地区のアイデンティティやストーリー等
とあわせて、「富山地区には栃餅があって、こだわりを持って
手間をかけて作っている」と発信していくだけで、栃餅の味
も美味しくなる。 

地域の魅力を再発見すること 

山間の小さな村の一地区であるが、決して「何もない場所」
ではなく、小さな村であるからこそ豊かな自然があり、都会
にはない伝統文化もある。しかし、都会の人は何ができるかをイメージできないから、「こう
いった遊びができますよ」と具体的にＰＲすると良い。そのために、地域住民が改めて地域
資源や魅力を再確認することが大切である。 

【県の支援】 
･旧富山村地区のウォーキングイ
ベントを支援。 

栃餅の生産の様子 

豊根村富山地区の様子→ 

都市交流施設 ㊧バンガロー村㊨湯の島温泉 



「小畑らしさ」と地域の協力で参加者の確保へ 

小畑の農業を楽しむ会（新城市）  

 

【概要】 

・中山間地域の農村と都市との交流イベントを開催している。 
・イベントへの参加者の増加と安定した活動継続を目指すため、地域資源の良さを見つめ直し、

「小畑らしさ」を前面に押し出したＰＲ活動を展開している。 

 

○取組概要 

・新城市小畑地区の過疎化、高齢化の対策のひとつとして、平成 21年度に「小畑の農業を楽し
む会」を設立した。 

・田舎暮らし、農作業、地域の食材や自然、伝統文化を楽しみながら都市住民と交流し、地域
の活性化につながる取組を行っている。 

 

○相談内容 

・尾張地域など、遠方からの参加者も多く、全体の７割がリピーターとなるほど参加者から好
評であるが、参加者数が減少傾向であることが課題となっている。今後も安定して活動に取
り組むため、参加者を確保するには、どのようにすればよいか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ポイント 

都市農村交流は「農村の価値」を商品化する取組である 

地域が持つ、価値ある資源とは何かを考えるところから始めることが必要である。チラシ
には稲作体験以外の内容が載っていない。「小畑の良さ」をＰＲするものとし、地域の良さを
活かして、「農業体験＋山を楽しむ」というテーマでイベントを考えてみてはどうか。 

 

イベントには、女性や若者を参加させると良い 

農村女性の知恵は都市住民にとって新鮮であり魅力的で、農村女性から伝統文化を教えて
もらうことに魅力を感じる都市住民もいる。また、大学生など若い人たちと協力して企画す
ると面白いイベントとなることもある。 

活動の様子㊧田んぼの草取り、㊨流しそうめん 

【県の支援】 
･農林水産事務所のウェブサイトに
「小畑を楽しむ会」の活動を紹介。 



生協に集約し、農業体験で販売拡大へ 

愛知県加工用トマト拡大協議会（豊橋市）  

 

【概要】 

・愛知県産トマトを用いたケチャップを生産・販売し、「こだわり」
をもった商品が支持されて生協への売上げを伸ばしている。 

・生協に集約して消費者との交流イベントも開き、生産から加工品
の製造までの「こだわり」を消費者に伝えた。 

・また、学校の栄養教諭らとの勉強会を開くことで、地域の農業に
ついて先生達の理解を得る取組を行い、加工用トマトの産地拡大
を目指している。 

 

○取組概要 

・愛知県内の加工用トマト産地の振興を図るため、平成 18年に設立した協議会で、行政・生産
者・加工メーカー・消費者とで組織される。 

・生産者の高齢化が進む中、若手農家の発掘によりトマトの作付面積の増加に取り組む。 
・食育活動にも取組み、小学校への出前講座や収穫体験、トマトケチャップ作り体験を行って
いる。 

 

○相談内容 

・「愛知のトマト」が消費者に選ばれるよう、「愛知県産」「地産地消」を前面に出したブランド
戦略を考えている。 

・愛知産や地産地消を求める人たちはどのような人
たちか。また販売先は、どのような小売店等が考
えられるのか。 

 

○ポイント 

伸びている生協に集約し、 

農業体験でファン作り 
こだわりをもって作っているトマトケチャップであるため、

生協への販売が増えている。商品づくりのこだわりをより理解
してもらうため、生協と連携して農業体験などのイベントを展
開し、販売促進を更に積極的に取り組んではどうか。販路を生
協に集約するこで、他の取引先には高く売ることも可能となる。 
 

良さを具体的に伝える言葉で 

ネット検索上位に 
若い人たちはインターネットの検索から手始めに行う人が多

いため、インターネット検索において、愛知県産や地産地消、
健康等をイメージする言葉と関連つけて検索サイトに表示でき
るように改善するとよい。 

【県の支援】 
･今後の取組方法について、情報提供
及び助言を実施。 

加工用のトマト 

食育活動の様子㊤収穫体験、㊦出前講座 



「田原らしさ」と品質確保でブランド確立を目指す 

金田みかん園（田原市）  

 

【概要】 

・田原市はハウスみかんと露地みかんの生産が盛んであり、地域のみかん生産者が産地の強化
とブランド化を図っている。 

・「金田みかん園」は、みかんの一層の消費拡大と農業所得アップを目指すため、みかんの加工
品の販売に取り組んでいる。 

 

○取組概要 

・田原市内の「金田みかん園」は、２０年ほど前から規格外であるが質
の良いみかんを使って加工品としてジュースとマーマレードを販売
している。 

・これら加工品は主にダイレクトメールでの販売のほか、道の駅でも販
売している。 

・生果は、農協出荷により名古屋市を中心に出荷しているが、一部は宅
配による販売にも取り組んでいる。 

 

○相談内容 

・みかんの消費拡大と渥美半島のみかんのブランド力向上のため、消費
者の声やニーズの把握方法について相談したい。 

・消費拡大を図るため、みかんの新たな加工品の取組みと、宅配の箱の
デザインや梱包方法についてアドバイスを求めたい。 

 

○ポイント 

客の傾向を把握することは必要である 

金田みかん園では宅配による販売を行っていることを活かして、客の傾向を把握していく
ことが必要である。また、客の注文動向に合わせて、お中元やお歳暮、いつもと違った商品
の情報を送付して販売向上につなげることも重要である。 

 

「田原らしさ」を積極的にＰＲすること 

これまでのデザインでは「金田みかん」ということは
よくわかるが、田原という場所がわかりにくい。知名度
が高い「田原」という地名が消費者にもっと分かるデザ
インにして積極的にＰＲするべきである。 

 
⇒委員会後、金田みかん園は田原市内の有志による
「made in 田原」プロジェクトに参加し、地域の商
工との連携に取り組むとともに、新たなパッケージ
デザインの作成に取り組んでいる。 

 ホームページ掲載のイメージ図 
㊤made in 田原、㊦金田みかん園 

みかんジュース 



統一的な表示で商品イメージを作り上げる 

(株)尾東農産（日進市）  

 

 

 

 

 

 

○取組概要 

・(株)尾東農産は、ＪＡあいち尾東が出資する事業者で、

水稲の栽培や水田の農作業受託、農地の保全管理等の

水田農業経営を主力の事業としている。 

・水田農業経営の複合作物として「プチヴェール」栽培

を導入し、加工品の開発・販売に取り組んでいる。 

 

○相談内容 

・地域での「プチヴェール」の認知度をさらに向上させ

る取組を相談したい。 

・加工品の販売が伸び悩んでいる状況であるため、

消費者から支持される加工品を開発するためのポ

イントや工夫についてアドバイスいただきたい。 

 

○ポイント 

統一的な表示で、イメージの構築を図ること 

業者と連携してコラボ商品を作るときでも、同じキャラクター

やマークをパッケージに表示することで、地域の「プチヴェール」

が使われていることが分かり、商品イメージも出来てくる。 

ＪＡあいち尾東プチヴェール部会ではキャラクターを作ってい

るため、商品に統一的に表示してはどうか。 

地元業者と連携して多彩な商品構成を作り上げること 

多彩な消費者のニーズに応えていくためにも、多種多様な加工品が必要であり、バ

ラエティー豊かになれば認知度も向上していく。 

しかし、中小事業者では単独での商品開発が難しいため、尾東農産では粉末やペー

スト状までの一次加工に限定し、加工品は地域の業者に開発させることも考えられる。

【概要】 

・芽キャベツとケールを掛け合わせた新野菜「プチヴェール」を栽培して、地域（Ｊ

Ａあいち尾東）の特産品化に取り組んでいる。 

・近年は、これまで廃棄していた外葉と茎を活用して加工品の開発に取り組み、生鮮

品と加工品販売の両輪で「プチヴェール」の認知度向上を目指している。 

ヴェールちゃん 

プチヴェールの加工品 
㊧米粉そうめん、㊥米粉うどん、㊨酢 

【県の支援】 
・生産量の拡大と加工品開発を
支援。 

・愛知県農業振興基金の助成事
業の活用を支援。 



ケーキのような販売で「新鮮さ」「高級感」をアピール 

ＪＡあいち海部（津島市）  

 

 

 

 

 

 

 

○取組概要 

・ＪＡあいち海部は、海部地域を管内とするＪＡである。 

・地域では、米、れんこん、いちご、トマト、花きなどの生産

が盛んである。 

・農業者の「海外の人に知ってもらいたい・食べてもらいたい」

という思いに応えるため「愛知フェア in香港」に出展し、い

ちごやミニトマト、みつば、ポインセチアなどを販売する。 

 

○相談内容 

・既にある輸出農産物との差別化や価格の設定、

相手国のニーズの把握の方法について教えて

欲しい。 

 

○ポイント 

ケーキのような販売方法で差別化を図ること 

輸出において、日本の農産物は価格面において他国産と勝負ができない。そこで、

日本の農産物の強みである「鮮度」「高品質」をＰＲし、容器や売り方を工夫して差

別化を図らなければならない。ＰＲ方法として、例えばケーキ販売のように農産物を

パッケージして、ケーキ販売用の冷蔵ショーケースで販売することが考えられる。 

いろいろなパターンを試みる 

愛知フェアでは、日本の商品をそのまま売るのではなく、パッケージの方法や内容

量を変えることで多様なタイプの商品を用意して、どれが売れるかを調べるべきであ

る。また、現地の女性雑誌には現地のライフスタイルが掲載されているから、相手国

の消費動向を知ることができる。

【概要】 

・農産物輸出の可能性を把握するため、県主催の「愛知フェア in香港」に参加して、

海外の消費者マインドや農産物輸出の現状把握を試みる。 

・海外イベントへの出展は初めてであるため、効果的な調査ができるように国内イベ

ントとは違う点や農産物輸出への考え方について相談し、愛知フェアに臨む。 

ポインセチアの栽培 

【県の支援】 
・農産物輸出の情報を提供。 
・商品陳列などをアドバイス。 
・愛知県農業振興基金の助成事業の
活用を支援。 



地域のファンづくりと情報発信でブランド力向上 

(株)黒牛の里（半田市）  

 

 

 

 

 

 

○取組概要 

・乳肉複合経営の農業者ら４名が、自ら生産した知多牛を

用いて「美味知多牛溶岩焼き 黒牛の里」を経営している。 

・平成２４年に「６次産業化法に基づく総合事業計画」の

認定を受け、「農業」について学び・体感できるプログラ

ムを開催している。 

・平成２６年３月には加工・直売・農家レストラン施設が

竣工する予定。将来的には、自社観光農園を整備し、加

工・直売・農家レストランと連携していく。 

 

○相談内容 

・知多牛のブランドを消費者に認知してもらうため、どの

ような視点と手法が効果的か。 

 

 

○ポイント 

ファンづくりのため、顧客情報を整理する 

黒牛の里では、既にレストランや「地域セミナー」や「キッズ農業体験」へのリピー

ターが多くいる。知多牛を地域で支えてくれるファンを作るため、これらリピーター

の顧客情報を整理し、この顧客情報をもとに知多牛の魅力を重点的に伝えていくべき

である。これにより、ファンが新たなファンを作るようになっていく。 

東京への情報発信でブランド力向上 

東京市場において知多牛が認知されることはブランド力向上に大きな貢献となる。

そのため、都内で開催される展示会等に参加してＰＲしていくとともに、都内ステー

キ店等をパートナーとして、継続的なＰＲ体制を構築する方法がある。 

【概要】 

・農業者自らが生産した知多牛を提供する焼肉店を経営し、「味は贅沢に。価格は手頃

に。」という知多牛のブランド力向上を目指している。 

・「地域セミナー」や「キッズ農業体験」を行って地域とのつながりを強めるとともに、

地域の事業者との連携して、地域振興に取り組む。 

㊤レストラン（入口） 
㊦竣工した新施設 
) 
 
zitenn 

【県の支援】 
・６次産業化への事業

計画の申請を支援。 



価格と量を工夫して、手に取りやすい商品に 

女性農業者グループ「あんじょうハート」（安城市）  

 

 

 

 

 

○取組概要 

・いちじく生産農家と農業委員らの女性４名のグループ

で、いちじくを使った糖果菓子の発売に向けて商品開

発に取り組んでいる。 

・糖果菓子は、無添加で安心して食べてもらえる菓子と

し、安城市を印象づけるネーミングとしている。 

・販売先は、道の駅「デンパーク」やＪＡ産直施設の予

定である。 

 

○相談内容 

・パッケージデザインや販売価格の設定を相談したい。 

・消費者の意向を把握する調査方法を教えてほしい。 

 

○ポイント 

ターゲットを具体的にイメージした商品開発を行うこと 

商品開発では、食べて欲しい人を具体的に思い描きながら絞り込んでいく作業が必

要である。ターゲットを具体的にイメージし、商品コンセプトを確立してからパッ

ケージや販売価格を設定しなければならない。 

手に取りやすい価格と内容量で試してもらう 

消費者にとって初めての商品は手が出しにくいもの。糖果菓

子は、市外の人たちには馴染みがないため、チャレンジできる

ように、少なめの容量で安価な商品があると良い。 

不満を聞いて改善につなげる 

商品への不満を改善すれば、売れる商品になっていく。そ

のため、消費者の動向把握（アンケート）では、何を聞きた

いかを考え、不満に思うことを聞き出すべき。

【概要】 

・地元のいちじくを使った糖果菓子「あんじょうハート」の商品開発に取り組む。 

・地域の定番商品として定着し幅広い年齢層の支持を得るため、商品化に向けてパッ

ケージや売り方などを相談した。 

糖果菓子あんじょうハート 

あいちの農林水産フェ
アでのアンケート調査 

【県の支援】 
・農林水産フェアでの消費者意向
調査を支援。 

・加工施設の改修・整備の相談。 

・商標登録等の情報を提供。 

・包装やラベルへのアドバイス。 



「手摘み」の良さを情報発信して商品価値向上 

自園銘茶「高香園」（豊田市）  

 

 

 

 

 

 

○取組概要 

・「美味しいお茶をもとめ、生産から加工まで取り組む」

を理念に、茶の生産・加工・販売まで取り組む。 

・「自然仕立ての手摘み茶」は、機械刈りの茶葉に比べ

て雑味が少ないという特徴があり、抹茶や深むし茶と

して販売している。 

・抹茶は飲用のほか、加工用としてケーキなどにも利用

されている。 

 

○相談内容 

・てん茶を使った「ふりかけ」を作ることを考えて

おり、商品化へのアドバイスをいただきたい。 

・「自然仕立ての手摘み茶」の良さでブランド力の

向上を図りたい。 

 

○ポイント 

自分たちが可能な量から取り組むべき 

販売先によっては、生産可能な量や労力を超える対応

を求められることもあるため、販路の選定にあたっては、

あらかじめ自分らが取り組める量や労力を把握してお

くことが大切である。 

「演出」によって良さを伝える情報発信 

商品の良さは、「演出」して発信しないと消費者に伝わらないものである。高香園

が持つ「自然仕立ての手摘み茶」の良さを、日頃の栽培の苦労や本音、エピソードを

ブログなどで発信することでブランド力は高まっていく。

【概要】 

・「自然仕立ての手摘み茶」として、生産・加工・販売を行う。 

・てん茶を使った「ふりかけ」の開発に取り組み、自ら販売することを検討する。 

・あいちの農林水産フェアでは着物姿による販売を行い、イメージ向上に取り組む。 

手摘み（ＨＰより） 

㊨てん茶のおにぎり 

【県の支援】 
・経営方針や商品コンセプトの

明確化とＰＲ方法、販路の拡
大と新顧客層の獲得、事業者
と連携した消費者と直接対
話についてアドバイス。 

・６次産業化に向けた相談。 



地域資源を組み合わせて魅力的な「遊び」の提案 

茶臼の里組合（豊根村）  

 

 

 

 

 

 

 

○取組概要 

・中山間地域において、過疎高齢化によって耕作困難と

なった農地の耕作に取り組む。 

・都市住民との交流による地域活性化をめざし、農業体験

や農産物販売イベントに取り組み、平成２３年度から

オーナー事業を開始した。 

・オーナー事業では年４回のイベントを村内で開催し、

オーナーには収穫した米を提供している。 

 

○相談内容 

・ハナノキの自生地や古民家、湧水等の村内にある多様な

地域資源を使って、地域活性化につなげたい。 

・オーナー事業への参加者数は伸びてきたが、組合の負担

が増えすぎてきている。今後、オーナー事業を継続して

発展させるためには、どうすべきか。 

 

○ポイント 

豊富な地域資源をつなげて「遊び」を提案 

都市部の人々には、農村での「遊び方」が分からないという前提で考えることが必

要。豊根村にある豊かな地域資源を上手く組み合わせながら「遊び」を提案すること

で都市の人に遊び方をイメージしてもらわなければならない。 

「お手伝い」から「作業させる」に考え方を変えて 

都市からの参加者にとってイベント等での「作業」も魅力のひとつであり、「負担」

となるものではない。オーナー事業では参加者に「作業をさせる」という考えに切り

替え、オーナー自らが作業（体験）するという仕組みに切り替えていくべきである。 

【概要】 

・「田んぼオーナー事業」（以下「オーナー事業」という。）に取り組み、都市と農村と

の交流によって地域の活性化に取り組む。 

・オーナー事業と村内の地域資源を連携させながら上手に活用することで、効果的な

地域活性化を目指している。 

㊤オーナー田周辺の風景 
㊦湧水「大入の郷」 

【県の支援】 
・水稲栽培技術の指導。 



ネーミングとパッケージでコンセプトを伝える 

翠茗園岡本製茶（豊橋市）  

 

 

 

 

 

○取組概要 

・翠茗園岡本製茶は、親子三代が現役で茶を生産している。 

・茶園は自宅周辺にあるため、茶の生産において細かな管理

ができていることが特徴。全国及び県域の茶品評会におい

て、三世代で農林水産大臣賞を受賞している。 

・豊橋茶の宣伝及び茶とセットで食べ飲みしてもらうため

「緑茶せんべい」「和紅茶せんべい」を作り、ＪＡ産直施

設等で販売している。 

 

○相談内容 

・「緑茶せんべい」「和紅茶せんべい」を魅力的な商品に改善したい。 

・新たな販路を開拓していく方法はなにか。 

 

○ポイント 

デザインとネーミングで「味」を伝えること 

消費者は、商品名やパッケージデザインで味をイメージして購入していく。茶を

使った甘い菓子は多くあるが、「せんべい」のような塩味の菓子は少ないため、ネー

ミングやデザインで味を表現しなければならない。 

情報発信で魅力を高めるべき 

商品の背景や生産者の人柄などが、茶の魅力を高めていく。

飼っているペットなども含めて茶の価値を高める材料とし

て利用でき、まずはインターネットで情報発信していくべき。 

こだわりを分かりやすく１枚の紙で伝える 

商品の魅力は言葉だけでは伝わらないものである。茶園の様子やこだわり、良さに

ついて写真を使ったパンフレットを作って商談のときに活用するべきである。ただし、

長すぎる文章は読まれないため、１枚ペーパーに簡潔にまとめる工夫も必要である。

【概要】 

・荒茶価格が下落する中において収益を確保するため、自ら生産した茶を使った「緑

茶せんべい」「和紅茶せんべい」を開発した。 

・販路拡大に向けて努力するが、大口の販路を獲得できていない。 

直売所でのＰＲパネル 

㊧緑茶せんべい 
㊨和紅茶せんべい 

【県の支援】 
・農林水産フェアでの消費者意向調査を支援。 
・各種イベント等の情報の提供。 



地域の事業者と連携して健康茶として注目度を上げる 

長寿園製茶（豊橋市）  

 

 

 

 

 

 

○取組概要 

・茶品種「べにふうき」を約５年前から栽培している。 

・「べにふうき」を飲みやすい粉末茶に加工し販売を開始し

た。 

・「べにふうき」を使った和紅茶づくりに取り組み、「香り」

の問題を解決して、商品化を予定している。 

 

○相談内容 

・「豊橋の紅茶」の魅力をどのような方法で発信すればよいか。 

・茶の大口販路をどのように見つけて販売していくべ

きか。 

 

○ポイント 

プラスとなる情報は発信すること 

栽培方法のこだわりは消費者にとって魅力的なもので、

茶の価値を上げる情報である。そのプラスとなる情報を

消費者が手軽に知ることが出来るように、まずはイン

ターネットを使って発信していくべきである。 

健康増進対策として注目度を上げる 

「地域貢献」「健康対策」はメディアが注目するキーワードである。例えば、生産

者が地域の病院や老人福祉施設等と連携して健康増進に取り組むことで注目度を上

げる方法が考えられる。 

健康茶として製薬会社と連携する 

豊橋市には健康茶を製造・販売する製薬企業がある。この強みをを活かして、「健

康茶」として製薬会社と連携して販売していく。 

【概要】 

・抗アレルギー作用を持ち、花粉症対策に有効な茶品種「べにふうき」を有望品種と

して栽培に取り組むが、他品種との差別化が出来ていない。 

・「べにふうき」が紅茶向きの品種であることから、経営改善に向けて、和紅茶として

販売するために商品開発を行っている。 

乗用型摘栽機による収穫 

べにふうきを使った商品 

【県の支援】 
・農林水産フェアでの消費者意
向調査を支援。 
・各種イベント等の情報の提供。 


