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有機ビジネスの展開

一有機食品宅配事業者三社を中心に-

郡 金蘭(県立広島大学大学院)

四方康行(県立広島大学)

今井辰也(広島県立大学大学院)

Development of an Organic Business 

The Delivery of Organic Food is being Focused on in Three Companies一

Zou ]inlan (Prefectural University of Hiroshima) 

Yasuyuki Shikata (Prefectural University of Hiroshima) 

Tatsuya Imai (Hiroshima Prefectural University) 

In this report， 1 study the delivery of organic farm 

products of three companies through their websites-

“Radishbo-ya Co，"“Daichiwomamorukai.co，" and 

“~kigawabokuen.co." The three companies consid-

ered their development situations and current states 

and decided to play a significant role in organic 

business. Consequently， they began to sell the 

1. はじめに

近年の健康・安全・安心な食品への消費者の関心

を背景に，有機食品は生協，流通団体をはじめ，デパー

ト，スーパー，自然食品庖など多様な業態の提供者

わから，多くの消費者へ供給されるようになり，一般

の商品と変わりなく普及するようになってきた.有

機食品の販売ルートはかつての産直提携から①有機

農産物の宅配②自然食品庖，③有機野菜を売り物

にしているフードビジネスの 3つが主要になった.

さらに有機JAS制度の制定を受け，一般のスーパ一

等でも購入が可能である.そのうち有機食品の販売

ルートとして最も有力なのは宅配ルートである.

有機ピジネスの先駆者である I(株)大地を守る会」

と「らで、いっしゅぼーや(株)Jは，単に提携した生

産者から安全・健康な食品を買取り，独自の会員に

販売しているだけではなく，環境問題や食糧問題全

般などの取組みも積極的に行っている. I有機農業」

に関する様々なことを事業として成立させ，多岐に

わたる事業活動を大規模に展開している事業体であ

る. 2社とも 1990年代に宅配ノレートとして有機農産
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organic products through the Internet and the 

membership guidelines of these companies are 

developing every year. Further， the healthy goods， 

the quantities of which can be conveyed to the 

consumer members through the relief and safety of 

an organic business， will be compared to that of other 

businesses that also contribute to the society. 

物の普及と販売促進に大きく貢献した会社であった.

I(株)秋川牧園jは有機食品製造卸売り事業と有機

食品の宅配事業として日本初の農業上場会社である.

(株)大地を守る会と(株)秋川牧園も有機農業

運動，消費者運動から始まった会社で、ある，また，

らでいっしゅぼーや(株)は日本リサイクル運動市

民の会から有機農業運動へ始まった会社である.

そこで本報告では， I有機ビジネスjを「無農薬・

低農薬の農・畜・水産物や，環境に配慮したグッズ

などの生産・加工・流通を実際に行っている事業体

のこと」と広義に定義し，宅配販売事業者として有

機農産物を取り扱っているらでいっしゅぼーや(株)， 

(株)大地を守る会及び(株)秋川牧園を取り上げ，

現状を明らかにするとともに，今後の有機ピジネス

の展開について考察することを課題とした.

こうした有機食品の宅配事業に関しての既往研究

には小JII[5J，桝潟口3Jなどがあるが体系的な研究

はない.

本報告は上記の 2社に，既往研究がない(株)秋

川牧園を加え，有機ピジネスの展開を取り上げる.
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表 1. 3社の概要

会社名 (株)秋川牧園 (株)大地を守る会 らでいっ Lゅぼや(株)

会社設立 197日年5月25日 1977年11月 1988年5月17日

日本証券業協会に

庖頭登録(1997'年11
2008年12月9日にジャス

上場日
月).2∞4年12月に

なし ダック証券取引所に株式
庖頭登録を取消

L，ジャスダック証
を上場

券取引所に上場

資本金 7億1，415万円 3億4，742万円 4億765万円

年間売上高 42億134万円
143億9，919万円

212億円 (2008年2月期)
(2008年3月期)

従業員数
314人(2008年3月 179人(正社員2007

238人(2008年10月31日)
末，連結ベース) 年9月l日)

宅配事業，食材の
会員に対する戸別宅配及

事業内容
製造卸売事業，宅 卸売り事業，レス

び百貨庖・スーパー等へ
配事業 トラン事業，自然

の卸売による阪売
住宅事業

生産者約2，500人 直接契約り生産者2，358

消費者会員 3，500 (2008年3月)消費 人(152団体)，取号|メー

会員数 人(2008年10月31 者89，000人(2008年 カ-468社(2008年10耳31

日) 9月30日)法人5社 日)，消費者会員 96，230

回目08年3月 人(2008年9月30日)

3
1
t
4
1
1
1
3
1

，1
t
 

J
 

出所 :3社の資料及び聞き取りにより筆者作成

表 lには以下で述べる 3社の概要を示しておく.

2， (株)大地を守る会，らでいっしゅぼーや(株)

及び(株)秋川牧園の発展過程

(1)大地を守る会の概要

1)会社概要及び沿革

1975年に設立された NGOであり， 1977年には

株式会社を設立した(表 l参照)， 日本で初めて安

全な食品等の宅配サービス事業をスタートさせ，現

在はNGOと株式会社両方で事業展開している.

f株)大地を守る会の生産者と消費者の関係では，

産地交流ツアーを毎年 100回行い，顔を合わせるこ

とで，今まで以上に消費者信頼を高める活動を行っ

ている.ツアーのほかにも日帰りで参加できる収穫

交流会やメーカーの訪問などを頻繁に企画し，毎年

冬に東京で聞かれる「東京集会J~こは全国から生産

者が集まり，消費者との交流を深めている.

1997年 10月には国際有機農業運動連盟 (IFOAM)

に加盟し，国際的なネットワークづくりを進め，

2006年には海外交流先の支援を目的とした DAFDAF

基金を設立した

(株)大地を守る会は，生産者会員，消費者会員，

そして物流や加工品製造等を担当する法人会員 4社

の(株)フルーツパスケット， (有)総合農舎山形村，

(株)大地エコロジ一基金及び東湖(株)によって構

成されている， (株)大地を守る会は大地を守る会の

流通を担当する法人で，取り扱っている商品の割合

は全国の生産者がこだわりを持って作った安全な野

菜 (30%)，畜産物(15%)，水産物(15%)，加工食

品 (30%)，雑貨等(10%)で，それを消費者会員に

確実に届ける役割を果たす.全商品は 3，500品目であ

り，そのうち野菜の種類は 200である.また，生産者

と消費者が「顔の見える関係」を築けるように生産

者と消費者の聞に入り，双方の情報をそれぞれに伝

え，交流を促進するという重要な役割も担っている.

(株)大地を守る会のヒアリング調査によると，有

機]ASに認証された有機野菜は取り扱っている野菜

の約 10~ 20%である OASマーグを使用して販売す

る).また，無農薬の野菜は 60~70%を占めている.

生産物は(株)大地を守る会で規定されている特別

な全国一律の生産基準(表2を参照)で生産されて

いる.野菜の例では，契約，指導，相談及び生産基

準を守っているかどうかというチェックがある.ま

た，播種の前に生産者と一緒に計画を立て，生産量

と販売価格を決めておき，原則として計画どおりの

生産が行われ，全量を買取る方法をとっているが，

量が計画より多くなった場合も買取り，量が計画よ

り少なかった場合は消費者に欠品の通知をする.

2)会社の事業内容

会社の事業内容は①食材の卸売り事業，②宅配事

業，③レストラン事業，④自然住宅事業である

3)経営戦略と課題

会社の経営戦略としては宅配事業以外の販売チャ

ンネルを作ることである.会員数は毎年ほぼ5%伸

びており，そのうち 30代が一番多く，しかも 3人

家族で子供の出生前後の会員が最も多い， 2009年

からインターネットの販売も拡大し，直営のカフェ

庖を聞くなど，消費者会員数を増やしていく予定で

ある.現在の宣伝方法としては口コミと新聞紙にチ

ラシ等を挟んで配布している.関心度が高い都市か

ら全国への拡大を目指している 1)

(2)らでいっしゅぼーや(株)の概要

1)会社概要及び沿革

らでいっしゅぼーや(株)は， リサイクル運動の

市民団体として誕生した環境NPOI日本リサイク

ル運動市民の会」が， 1988年 1月に有機・低農薬野

菜の会員制宅配事業である「らでいっしゅぼーや」

事業を開始し，その事業を目的として，周年5月 17

日に設立された環ネットワーク(株)を母体として

(103) 
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いる.環ネットワーク(株)は， 2000年 1月 18日に，

株式譲渡によって，キューサイ(株)の連結子会社

となり，同年8月に商号変更し，らでいっしゅぼー

や(株)となった. 2006年 3月 3日にらでいっしゅ

ぼーや(株)の発行済株式の 98.8%は， (株)ジャ

フコ・エスアイジ-NO.7に取得され，らでいっじゅ

ぼーや(株)がその会社の子会社になった.

品」の (1元気くんJ，1準定期品J，1ギフト j など

の商品カタログ)として当社の会員に対する戸別宅

配，及び百貨庖・スーパ一等への卸売によって販売

している 2) また，インターネット通販サイトにより，

専用に開発したオリジナル商品の販売 (PICODELI)

も行っている.なお， らでいっしゅぼーや(株)は

紙面での情報公開にとどまらず，消費者が生産地を

訪れる「産地交流会」を全国で年間数十回開催し，

消費者が実際に見て確認する「体験型トレーサピリ

ティ」を行っている.

2)事業内容

らでいっしゅぼーや(株)は，契約農家・契約農

業法人等より仕入れた農産品，畜産販売業者・畜肉

加工メーカーより仕入れた音産品，漁業組合や水産

加工メーカーから仕入れた水産品，加工食品メー

カーより仕入れた加工食品並びに雑貨メーカーや商

社より仕入れた日用品等を， 1定期品」の「ばれっと:

毎週，決まった曜日に届ける野菜セット jや「注文

2008年 10月 31日現在，当社が契約している農家・

畜肉加工メーカ一等の生産者は 2，358人(158団体)， 

取引メーカーは 468社となっており，取扱商品は，

農産品，畜産品，水産品，加工食品， 日用品等，年

間で 7，000アイテム以上となっている.当社ではこ

表 2. 三社の生産基準

(株)大地を守る会 らでいっしゅぼーや(株) (株)秋川牧園

農薬・化学肥料はいっさい使用しないことが 禁止する農薬と制限する農薬を「使用禁止及 農薬・化学肥料を使用していない，除草剤は
望ましい しかし，やむを得ない場合に限り， び制限農薬リスト J"として設けており，また， 使用しない土づくりを大切にする

本基準で使用を禁止しっているものを除き，必 除草剤も原則として使用しない(水田稲作，

農産品 要最小限使用できることとする，除草剤は使 雑穀国産パイナッフ。ルはl回のみ許容)ことや，

用しない ただし，現状において，米穀にお 土の中の微生物を殺す土壌消毒は行わないこ

ける初期 1回の使用はやむを得ないものとす となどを定めている

る 化学合成農薬による土壌消毒を行わない

全生産工程において使用する飼料は，確認さ 遺伝子組み換え作物などの安全性に疑問のある すべての飼料原料を遺伝子組み換えしていな

れた飼料を給与する 全生産固定の給与飼料 輸入飼料を与えない，抗生物質などの投薬は原 いものに特定している.植物性飼料 100%で育
は，抗菌性物質無添加であること，輸入穀物 則としてこれを禁止するなどを定めている つ抗生物質を使用しない飼料原料のトウ

畜産品
飼料のうち， トウモロコシはポストハーベス モロコシはポストハーベスト無農薬

トフリー，非遺伝子組み換えのものであるこ

と (子豚が病気にかかる可能性が高い晴乳期
の人口乳や離手L期の配合飼料には，抗菌性物
質の添加を認める.)

水産物は，漁獲域，漁獲方法や漁獲時期など 原則として日本船籍漁船が水揚げしたものの

ο を確認した上で取り扱い 全生産工程におい 産地証明が取得できる水産品のみを取り扱い，
て使用する飼料は，抗菌性物質を添加してい 圏内調達が難しいものについては「輸入水産
ないこと，過度の密飼いは禁止する.日本か 品取り扱い商品一覧」を定めているほか，養

水産品 ら遠く離れた漁場で漁獲するかつお・マグロ 殖については原則抗生物質などの投薬や過密

などは， 日本漁船が漁獲した国産のものを取 な養殖は禁止することなどを定めている.
り扱う. (圏内の漁業生産を圧迫しない場合に

限り，輸入水産物を取り扱う，取り扱いを許
容する輸入水産物一覧表がある)

国内産の原料を優先的に使用することや食品 圏内産の原料を優先的に使用することや遺伝 秋川牧園で作った鶏肉，卵，豚肉，野菜など

加工食品
添加剤を使用しないことを原則とする 遺伝 子組み換えの原料は使用しないこと，また， を使用.国産小麦粉， 自然塩，国産大豆の醤
子組み換えの原料やポストハーベスト農薬に 必要のない食品添加剤の使用は原則として禁 油などの食品添加物は不使用
よる処理が行われたものを使用しない。 止すること2)などを定めている

生産~製造~使用~廃棄に至るまで，人に対 日用品などでは，安全性が確認された原料・
してききるだけ安全であえい，環境にたいして 素材を使用し環境負荷を考慮した商品を取

日用品
負荷の少ないんものを目指す 圏内産品を推奨 り扱うことや，容器包装などについても環境
するが，材料がこくないにない，または，安定 ホルモンを含まない材質のものを使用するこ

供給が困難な場合，品質，性能，環境対策など となどを定めている.
であきらかに優れている輸入品を取り扱う.

建築材料ができるだけ人に安全であり，環境
自然住宅 に負荷のかからないことと国産材を積極的に

活用する

注:1) 2008年10月31日現在，独立行政法人農林水産消費安全技術センターで登録されている農薬は 477種類あるが，

RADIX基準では，このうち 113種類を禁止している

2) 2008年10月31日現在，厚生労働省で食品利用が許可されている食品添加物は 1，526品目であるが， RADIX基準

では 37品目のみを使用している

出所・三社のホームページ及びらでいっしゅぼーや株式会社の『上場申請のための有価証券報告書~ p.10.より

(104) 
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れらの商品の中から週に l回，会員が購入を希望し

た商品を「定期品」または「注文品」として宅配に

て販売する.なお， 2008年 9月 30日現在の登録会

員数は 96，230人となっている(表 1を参照) 3) 

3) RADIX基準

生産物の生産基準については， 1996年に生産者・

製造者の会である RADIXの会(加盟 220グ、ループ)

が誕生し，従来の「生産基準」を食品全分野で整備

し，この会社の生産者グループ独自の基準として「環

境保全型生産基準 (RADIX基準)J を 1996年 2月

に策定した.

4)経営戦略と今後の方針

現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善

の経営方針を立案するよう努め，今後も有機・低農

薬と無添加食品を通して良質，安全な商品を届ける

ことを基本姿勢として，更に新たな商品，ブランド

の開発，顧客満足度を高める徹底したサーピスの提

供による既存事業の拡充，また販売力の強化を目指

している 4)

(3) (株)秋川牧園の概要

1)会社概要と沿革

(株)秋川牧園は「無農薬・無投薬の健康・安全

な自然食品の製造及び販売を通じ，社会に貢献する」

ことを基本理念として 1979年 5月に設立された農

業と産直組織の会社である.

(株)秋川牧園の生産は提携農家各自が担当し，

研究・技術開発や飼料供給，加工，販売，物流を共

同会社である企業が担当する「ネットワーグ組織」

により，農家が生産に専念出来ると共に個人で難し

い技術開発を集中的に行っている.

1983年からは「経営参加制度」が開始され，会

社グループの提携農家や従業員(パートも含む)全

員が株主出資者となって経営に参加(持株制度，役

員を含め全体の 65%) し，企業経営を支える体制

が形成された.

また， 1997年 11月には農業関連の企業では全国

でも珍しい「株式庖頭公開J(庖頭市場・ジャスダッ

ク)を果たしている.

企業は生産者と統一規格・基準で契約を結び，生

産物の全量を引き取るための需給調整(例:牛乳の

場合なら生産農家の全頭を繁殖時期まで個体毎にマ

ネジメントを行い，パソコンを駆使しながら需給調

整のシミヰレーションを行っている.)も企業側が

行う.両者の関係は単なる生産物買い付け・調達で

はなく，各農家情報を把握した総合的な営農指導に

至っている.生産者受け取り価格は生産者と企業双

方で決定するが，生産費を考慮し再生産可能な価格

を設定，保証している.

2)事業内容

当社グループは当社((株)秋川牧園)と連結子

会社の(有)あきかわ牛乳(その役割は牛乳の仕入

である)， (有)菊川農場(その役割は鶏卵・鶏肉の

仕入である)， (株)チキン食品(その役割は鶏肉の

一次処理)， (有)むつみ牧場(その役割は原乳の仕

入)4社と資本関係は無いものの協力関係がある法

人 6社，生産農家 20戸とともに，独自の生産基準(表

2を参照)で農薬・化学肥料・抗生物質等の薬物・

化学添加物に頼らない安全な健康食肉，健康加工食

品，健康鶏卵，健康牛乳，一般健康食品等に関連す

る事業活動を展開している.また，当社のスマイル

生活の宅配事業は，製造卸売り事業において製造さ

れた商品を一般消費者に宅配する.

主要な販売先はグリーンコープ，生活グラブ生協，

コープこうべ， らでいっしゅぼーや，イズミ，一般

消費者である.

(105) 

3) (株)秋川牧園の連結子会社である(株)むつ

み牧場

(株)むつみ牧場は， 1996年 2月に設立された(株)

秋川牧園の牛乳生産牧場のひとつである.現在では，

ホルスタイン種を中心に約 73頭(うち，経産牛 56

頭，育成牛 17頭)であり，従業員は企業からの研

究生が l人いるが，実質は現生産者 l人で牧場を経

営している.年間の売上高は約 6000 万円~7200 万

円であり(牛乳 1kgを，現在の生産者価格平均で

ある 160円で出荷した場合の計算による). 1頭ご

との性質を把握し回ごとに搾る乳量を制限して

いる.むつみ牧場では l頭の乳牛からいかにたくさ

んの牛乳を搾るかではなく，おいしい牛乳を供給す

るために，いかに牛を健康に育てるかということを

第ーに考え頭あたり年間の搾乳量は約 7000~ 

9000 kgである. (株)秋川牧園は全量取引を基本と

しているので，年間の生産量はそのまま(有)あき

かわ牛乳に出荷され，会社で販売する牛乳とヨーグ

ルトの原料となっている.また，この牧場で生産さ

れた牛乳は，会社で販売する牛乳の約 7~8 割も占

めている.牛乳は搾ったあと，冷え切るまでノミルク
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にいれておく.その後 I(有)あきかわ牛乳」へ運

ばれ，加工・工場で瓶詰めされる.牛乳は 75
0

C15 

分と比較的低温で殺菌されるので，味が良く，消費

期限が5日と短くなっている.

むつみ牧場の飼育方法では，牛が牛舎の中でも自

由に動ける「フリーパーン・フリーストール方式」

で育てられており，健康のため日光浴と運動を大切

にし，運動場にも自由に移動できるようにしている.

飼料は全て会社から購入し，全ての飼料原料を遺伝

子組み換えしていない分別トウモロコシをアメリカ

から輸入している.

この牧場は， (株)秋川牧園のモデ、ル型牧場とし

て宣伝的な意味も担っている.現在，この牧場が(有)

あきかわ牛乳に牛乳を出荷する際の「生産者価格」

は160円!kg(運賃8円!kg) となっている 全国の

平均値は 80~ 90円!kg(運賃は 5 円~1O円)で，

平均値より約 5割高になっている.逆に泌乳量は 1

頭あたり平均して 20kgl日，全国平均値は 30kgl日

で3割減になっている.以上より同じ量を生産する

のに通常より生産コストがかかってしまうことが分

かる.飼料価格は 68円!kgで，全国の平均値はそ

れよりもやや低くなっている.秋川牧園の販売価格

は360円/900CC， (市販の牛乳価格は 200円/L)，販

売価格は市販の価格のほぼ倍になっている 5)

4)経営方針と課題

生産から販売までのネットワークを強化し，新た

な農と食のかたちを創造する.今後は，直営生産の

強J化も目指している.中期定性目標としては 3年後

連結売上高 50億円連結経常利益率 3%以上を目

指している.ありかたとしては秋川アグリ(情熱を

持ってやりがいを感じる農業)，秋川産直(お客様

と理念・価値を共有し，共生していく取組み)，秋

川新ブランド(健やかで豊かな暮らしっくりの新た

な価値創造)と秋JIIワークスタイル(社会をとりま

く人を大切に考える姿勢)で、やっていく 6)

3. 3社の売上高と消費者会員数の推移

図1に示しているのは3社の売上高の推移である.

(株)大地を守る会の売上高は 1999年の 101億 1，100

万円から2008年の143億3，400万円に増え，らでいっ

しゅぼーや(株)の売上高は 1999年の 165億 9，200

万円から 2008年の 210億 2900万円に増えている.

(株)秋川牧園の売上高は 1999年の 38億 2，900万

円から 42億 100万円に増加した.図 2に示してい

るのは三社の消費者会員数の推移である. (株)大

地を守る会の消費者会員数は 1999年の 45，467人か

ら2008年の 85，000人に増え，らでいっしゅぼーや

(株)の会員数は 1999年の 56，026人から 2008年の

90，000人になり， (株)秋川牧園は 2001年の 900人

から 2008年の 3，500人に増加した.

図lと図 2で示したように会員数も売上高も年々

伸びていることがわかる.

4. 三社の共通点及び相違点

(1) 3社の共通点

3社とも無・低農薬の農・水・畜産物を扱ってい

る会員制宅配事業であり，卸売り事業もしている.

また，生産者と消費者の仲介として，生産者と消費

者との「顔の見える関係」や「相互信頼関係」を築き，

安心，安全で健康な商品を消費者に届ける役割を果

たしそのため売上高と会員数が年々伸びている，

消費者からの支持を受けていることがわかる.環境

問題や食や農に関する問題への取組みに努めている.

(106) 

(2) 3社の相違点

大地を守る会は宅配事業と卸売り事業以外にレス

トラン事業(産地の顔が見える食材にこだわった旬

の料理は消費者に提供することができる.)自然住宅

事業を行っている.(家づくりにおいても「安心・安全」

「国産JI顔の見える関係」は大切な価値観の一つであ

25，000 

20，000 

15，000 

10，000 

5，000 

単位:百万円

図 1. 3社の売上の推移

注:1)らでいっしゅぼーや(株)は2000年2月期以来

決算期が変更のため， 10ヶ月決算.

2) (株)秋川牧園は 1999年3月は単独決算である

出典:ヒアリング調査と(株)秋川牧園の有価証券報告書

総覧(1999-2008年)より作成.
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単位。人

図2. 3社消費者会員の推移

注:1) (株)秋川牧園の連結子会社の(株)スマイノレ生

活は 2000年3月に設立された目

2)ス7 イノレ生活が設立されてから 2003年にかけて牛

乳会員だったが.2004年から総合会員が始まった.

出典 :3社のヒアリング調査及び会社資料より作成.

る.) (株)秋川牧園は宅配事業以外に製品を製造し，

生協などに卸売りをする事業を行っている(自社で

生産したものは直接に消費者に提供できる)7). 

5. まとめ

以上取り上げた 3社は設立から独自の経営方針

で，有機食品の宅配事業として売上と消費者会員数

が年々徐々に増え，発展してきた. 3社は生産者と

消費者の中間として，消費者が生産者の顔が見える

ように努めている. 3社とも今後有機ビジネスの発

展に対して，経営業績を向上させることと，消費者

会員を増強すること及び消費者に良いサーピスを提

供することが最も大事であると考えられる.

有機ピジネスは「安全な生産物を提供するj という

明確な理念と「有機食品の生産・流通システムの構造」

という 2つの両立を目指すものである. (株)大地を

守る会とらでいっしゅぼーや(株)は生産から流通ま

でのプロセスを消費者に開示ができるよう生産者と消

費者の交流を持っている.有機食品は消費者の関心が

食品の安全・安心にあるように，今後も消費の増加が

見込まれる.そのために，有機農産物が生産者と消費

者との提携で始まったころとは状況が変化し，当初

リーダーとなったそれらの担い手も，今日有機ピジネ

スとして展開するようになった.同時に，通常の企業

からも有機ビジネスに進出し，あるいは，通常の流通

業者や製造業者も有機食品を取り扱うようになり，そ

の差別化が問題となってくる.大地を守る会の藤田代

表が，応ffiWSWEEKJ紙 (2007年7月)の「世界を変

句

jw司、

ぜ

える社会企業家 1∞人」に選ばれたように，今日， ビ

ジネスがいかに社会及び消費者に貢献するかがこれか

らの有機ビジネスには求められている.

注1)大地を守る会の聞き取り調査により.本報告の(株)

は株式会社の略語である.

2) らでいっしゅぼーや(株)では，全国 5ヶ所の物

流センターにおいて配送代理屈に配送業務を委託

している.

3) 参考文献の[16J p. 9 を参照.

4)参考文献の口6Jp. 34.を参照

的むつみ牧場の聞き取り調査により.

6) 食の安全安心を世界に発信する」東洋証券・経済

講演会2008年 11月15日会長秋川実と社長秋川正

の講演により.

7) 秋川牧園の聞き取り調査により.
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