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フルーツガーデンやまがたの事業展開

一海外事業へrの取り組みを視点としてー

山 形文 ヨ玉＊
ロ

Challenges for Fruit Garden Yamagata in Developing Overseas Operations 

Bungo Yamagata (Fruit Garden Yamagata Co., Ltd.) 

This presentation highlights the development of the 
overseas operations of Fruit Garden Yamagata (FY). 
Based on the concept of raising strawberry farms, FY has 
developed advanced varietal farm businesses in Japan. 
Running the pick-your-own farm shop is an especially 
successful business with 10,000 customers a year. 
Additionally, FY has committed to exporting and raising 
strawberries in Hong Kong since 2012 and achieved 
outstanding results. One of the factors contributing to 
FY’s success has been uploading and sharing lot of rele-

1. 就農から経営の成長・発展へ

昭和 52年 (1977年）に梨農家 （果樹農家）の長

男として生まれる．物心ついたときから野菜やフ

ルーツなどを見て育ってきた．高校卒業と同時に就

農し，父の下でまず梨生産に従事する．その後，水

耕栽培方式 （1,000m2）によりイチゴ 「さちのか」

の生産に取り組み， 一年目にして好成績（食味，生

産量）を得る． しかし，栽培面積の増加 (1,000m2) 

や培地の変更といった経営努力を重ねながらも豊作

と不作を繰り返し経営が安定しない時期が続く．こ

のような状況の中で，イチゴ栽培開始後 10年目

(2006年， 29才）に新しい品種 「紅ほっぺ」 を導入

し，肥培管理の工夫などにより高成果を得た この

成果を基に生産面積を全て同品種に転換したこと

が，現在の経営の基礎を形成することになった．

経営の安定化に10年を要したのは，第ーに農業

移株式会社フルーツガーデンやまがた
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vant information on the internet by means of home page, 
blogs, Facebook, Twitter, and so on. They have b巴enable 
to build a network that encourages and assists to embark 
on new businesses. In fact, IT has proved to be very 
beneficial for the overseas operations of FY. FY is now 
making a further plan for expanding overseas operations 
by expanding its network. Simultaneously, FY is making 
an effort to increase strawberry farms in Tokushima in 
order to build the city’s brand as the production area of 
strawberry. 

への真剣さが足りなかったことがある．趣味を最優

先する生活であったために仕事に集中できないでい

た．第二に人の意見を素直に受け入れてこなかった

ことがある. 10年の聞に栽培品種や使用肥料の銘

柄等といった様々なアドバイスを受けたが，初年度

の 「さちのか」の成功体験からそれらを受け入れな

かった その後，ある知人のアドバイスにより，そ

れまで 「趣味 l番，仕事2番，家族3番」だった優

先順位を 「家族 l番，仕事2番，趣味3番」に変え

ることとした．また，他人からのアドバイスを素直

に受け止め，有効に活用することにした．その結果，

趣味に割く時聞が無くなったものの，経営が順調に

回り出した．ただし他人のアドパイ スの全てが正

しいとは限らず失敗経験もある．ある施設メーカー

のアドバイスに従ったためにイチゴが枯れかけたの

である．この経験から，現在は親友のアドバイ スは

真剣に受け止め実行し，見知らぬ人からのアドバイ

スは慎重に吟味することにしている．
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2. SNSによる情報発信とネットワークの広がり

と顧客サービスの展開

当社では SNS（ブログ， Facebook,Twitter）やホー

ムページといったITメディアを連動しながら活発

に情報発信を行っている．ホームページは，高速道

路一律千円の時代にあって近畿一円からの顧客が見

込めることで制作会社に依頼した その結果， l年

目より梨狩りの顧客が急増し，イチゴ狩りの時期に

は1千人以上， 2年自には2千5百人の顧客を獲得

することになった．そのため， 3年目には車いす用

の通路を有するイチゴ狩り専用ハウスを設置した．

この施設の設置により，さらなる顧客を獲得するこ

とになり，顧客は5千人を上回り， 2014年は目標

である 1万人にほぼ到達することとなった．その他

の情報発信として，ブログでは農業ランキングに登

録しており，その順位の上昇が楽しみとなっている．

例えば，イチゴ狩りの風景をアップすることにより

順位が上がったりする．最高位で5位（5千人中）

まで記録した．また， Facebook（友達登録約 650名）

に関しては，とくに飲食店や観光業における影響力

は極めて強い． とくに，農産物の生育状況を日々更

新することによる顧客への訴求力は有効である

Twitterは， 日常の簡単なことの紹介によっても顧

客の関心に応えることができる．「今日はイチゴの

花が咲きました」「イチゴ狩り始まりました」といっ

た簡単なメッセージに対しても，「イチゴ狩りの予

約はできますかけといった返信が寄せられる．

Twitterのネットワークを形成し広げる機能は強力

である．

一方，インターネット上のネットワークだけでな

く，「若士Jという食と農に関わるコミュニティを

形成し活動を行っている．若士は，若い農業者や食

品加工業者により構成されているが，元々は，月に

l回開催される徳島マルシェへの出店に関係する 40

～ 50名の農業者の集まりであった．この集まりに

対して， Twitterで交流会の開催を発信したところ，

最初は 10名余りが集まり， 2回， 3固と会を重ねる

たびに参加者が増えていった．現在は多様な業種か

ら約 50名の参加を得る組織となっている 若土の

メインの活動は月 l回のユーストリーム（インター

ネット番組）の放送であり， レストランのシェフを

ゲストとして招いたりしている．また，「慈サミット」

や「産直ジャック」といったイベントを，徳島県内

に限らず東京や大阪等の大都市，および香川県や兵

庫県淡路島等の近隣の府県にて開催している．イベ

ントでは，収穫体験できるようにイチゴのプラント

を持ち込んだり，若土のグループ員が作ったドレッ

シングをつかつての農産物の試食会を行ったりして

いる．さらに，雑誌『若土フリーマガジン』を発行

しての情報発信も行っている．同誌を直売所等にて

配布することにより，若土に参加する農業者の情報

を消費者に広く発信できている．

これらの経験を積みながら，現在，フルーツガー

デンやまがたの観光農園事業では，他の観光農園で

は見られない顧客サービスを企画し実践している．

果物の摘み取りだけでなく，摘み取った果実を

ジュースやパフェ，ケーキ，クレープの食材として

調理しその場で食味できるサービスを行っている．

このようなサービスは，顧客からの要望やアイデア

を形にしたものであり，現在はカフェのスペースを

設けている．また，かつての趣味を活かして音質に

こだわった機材により観光用のイチゴ施設において

音楽を流している．このサーピスは女性客に評判が

よく，新聞にも取り上げられている．

( 17) 

3. イチゴの海外事業の展開一現地生産と輸出へ

の取り組み一

イチゴの海外事業の展開については，工業製品関

連の商社である堀正工業が，徳島マルシェに出店し

ていた当社（フルーツガーデンやまがた）のイチゴ

に目を付け，香港へのイチゴの輸出を打診したこと

が契機である．堀正工業は事業多角化の一環として

農産物に関わる事業の開発を検討していたところで

あり， 日本の農産物の輸出を計画していた．当初は

輸出だけの事業展開を計画していたが，輸送時の果

実へのダメージや運送費を考慮し，当社が提案した

現地生産に取り組むこととした．事業の立ち上げに

当たっては，生産施設（鉄骨ビニールハウス）設置

のための資材，イチゴ苗や受粉用のミツバチ等の調

達が容易ではなく，想定以上に時間が掛かることに

なった．その結果，ようやく 2012年 10月からイチ

ゴ生産を開始するに至った．栽培指導に関しては，

現地スタッフの従業員（日本人）がスマートフォン

のL町Eアプリを使用して生育状況や天候，気温等

をリアルタイムで当社に報告し，これに対して日本
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図l LINEによるイチゴ栽培に関わる現地（香港）指導

から指示を送っている（図 1）.その結果，高品質

な果実を収穫できるようになり， 2013年 2月には

日量で 24kgの出荷が可能となったーこのように栽

培事業として一応の成功を得ている

一方，輸出事業は，現地での生産が 2012年のク

リスマス需要に間に合わなくなったことから緊急的

に開始したものである．運送手段や運送費の見当が

つかない中で，ヤマト運輸が始めた国際宅急便サー

ピスを利用することとした 12月から翌年の 1月

に掛けて毎週 l回のベースで輸出を行い，運賃を差

しヲ｜いても利益のでる価格帯で完売することができ

た とくに，クリスマスや 1月の旧正月に向けての

販売はすこぶる好調であった この輸出による販売

の成果は，香港における販路開拓につながることと

なった．イチゴの収量増加に対応して，既存の日本

産農産物を取り扱っていた小売店以外に，農園直送

を行う小売店「ファームダイレクト」にも販路を広

げることができた．同店は，今後， 10店舗を展開

する予定であり，状況によっては生産物の全量を出

荷することを検討している．また，若士のメンバー

と共同で「Yahoo！香港」における青果物の販売や，

コンビニエンスストアが運営するインターネット販

売への取り組みを始めている．なお，海外事業を展

開する上で，現地の商慣行や社会慣行への適応の必

要性を指摘したい．施設設置のための資材の調達方

( 18) 

法や調達物品の質，現地の祝日における物流の状況

等は日本と異なることから，そのことへの適応が必

要になる

以上の海外事業の展開に関して， 日本産の青果物

に対する海外市場での評価と需要の高さを指摘でき

る．香港人の食生活に関して，外食回数の多いこと

と，質の良い料理にはそれなりの料金が掛かると

いった特徴がある．例えば，香港には7 ンションの

一室を改造してテーブノレと椅子を並べたようなプラ

イベート ・キッチンと呼ばれるレストランがあり，

料金は安くないものの質の高い料理を楽しむことが

できる．これらのことから，一定の高所得層に向け

て，高価ではあっても高品質な日本の果物には必ず

需要があることが確信している． 日本の高級ブドウ

は粒が揃っているが，海外ではこのようなブドウは

ほとんど見かけない． これは， 日本の農業者の技術

が有する優位性であって，海外の農業者には真似の

できないことである．今後も，このような優位性を

発揮することにより，海外市場における日本産農産

物の需要を掘り起こすことができると考える

4. 日本の農業者にとっての海外事業の展開のあ

り方

日本産農産物の輸出に関して，運送会社から農業

者による積極的な取り組みが必要であるとの意見を
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いただいたことがある．「輸出する生産者がいない

と運送会社は荷物を運ぶことはできない．」，とのこ

とであった．ただし，農業者にしてみれば販売先が

無いうちはそのような取り組みはできない した

がって，輸出の仲介業者あるいは海外の販売先のバ

イヤーとの連携が重要になる．生産者，運送業者，

流通・仲介業者，ユーザー等の関係者が一体的に結

びっくことが， 日本の農業者の海外事業の展開に不

可欠である．需要は間違いなく有り，ピジネスモデ

ルを具体的に作り上げることが急務である．そのた

めには，輸出可能な生産物リスト（生産者，時期，量，

希望価格）を作成し交渉に備えることは必要かつ有

効と考える．かつて，香港の卸売り業者から日本の

果物や野菜を輸入し販売したいとの申し入れが当社

にあったが，双方の情報不足により事業化しなかっ

たことがある．いずれの海外事業の展開においても

人的なネットワークの形成とそこに流す情報が事業

化の可否を左右する．

5. フルーツガーデンやまがたの今後の事業展開

当社の今後の事業展開に関して，第ーに農産加工

品の販売をさらに増やしたい．青果物は時期的な制

約があるが，農産加工品は周年をとおして事業を運

営できるからである．現在のイチゴ・シロップ等に

加えて，イチゴ・ロールケーキやイチゴ・わらびも

ち，また，パウチ商品等が候補である．第二にイン

ターネット通販を強化したい．とくに，インターネッ

トの活用による海外事業の展開を検討している．第

三に青果物輸出の増加およびイチゴの現地生産地域

を拡大したい．香港での事業化の経験を活かして

様々な地域での取り組みが可能であると考えてい

る．水耕栽培だと土の心配の必要が無く，肥料と水

があれば可能である．現在，堀正工業と連携し，沖

縄県名護市において来年度の操業を目指し観光農園

の開設に取り組んでいる．

( 19 ) 

第四は，鳴門市におけるイチゴ産地の形成である

現在，鳴門市内にイチゴ農家は3戸だけであり，生

産農家の増加に取り組みたい．当社には年間約一万

人のイチゴ狩りの顧客がいるが，イチゴが不足して

いる．とくに，春休みの土・日曜日に受ける予約電

話の多くを断ざるを得ないのが実態である このよ

うな状況に対して，イチゴ狩りを行う農家の増加と，

それら農家間で顧客の相互紹介を行うことができれ

ば一層の産地振興になると考える．具体的には，サ

ツマイモ生産者のイチゴ、生産への取り組みを支援し

たいと考えている．鳴門市はサツマイモ「鳴門金時」

が特産品であるが，近年，関東地方で生産される「紅

はるか」との競合により価格低下が著しいと聞く．

このような状況において，サツマイモ生産者に対し

てイチゴ生産への取り組みを打診している．鳴門金

時の生産者の多くは3～4haの経営を行っており，

その一角で 30a程度のイチゴ栽培を行うことによ

り，所得の向上が可能になると考える．道路沿い圃

場にハウスと直売所を設け，乗用車および観光ノ〈ス

の駐車が可能なスペースを確保すれば，集客力の強

化が図れる．経営の全部をイチゴ生産にするのでは

なく，「サツマイモ十イチゴ」という部門構成は，

作業時期の重複が少ないことからも可能かっ有効と

なろう．現在， 1名の新規就農者が当社の協力によ

りイチゴ栽培用のハウスを建設中である また，同

じく鳴門市の特産品である「鳴門わかめ」の生産工

程で生じる廃棄部分の有効活用を構想している．鳴

門わかめを使って海藻エキスを作り，イチゴ栽培の

肥料とすることにより，環境保全・循環型の農産物

特産品として「うずしおペリー」というブランドを

確立したい．

以上，当社のイチゴ生産に関わる各種事業の展開

過程と今後の計画を紹介した．皆さんの参考になれ

ば幸いである．

（受理日： 2014年 11月28日）
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