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豊かな暮らし、暮らしやすい地域、
さらには持続可能な自然環境を未来に引き継ぐために
生協運動の精神を継承しています。
『一人は万人のために、万人は一人のために』がアイチョイスのモットーです。

■ 生協運動の精神を継承していく
では、アイチョイスの考える“生協本来の在り方”とは、どのようなものでしょう？　生協のルーツを辿ると、
19世紀のイギリスにさかのぼります。当時は産業革命の真っ只中。生産性が飛躍的に増大する一方で、
工場労働者は低賃金・長時間労働を強いられていました。また、食品をはじめとした必要最低限の生活
用品でさえ、販売する側の利益だけが優先される状況にあり、多くの市民の暮らしを圧迫していました。
生活協同組合は、そのような状況に耐えかねた人たちが力を合わせて自らの暮らしを守ろうと組織した
団体です。アイチョイスもまた、地域の生活者や生産者と協同し、豊かな暮らし、暮らしやすい地域、さら
には持続可能な自然環境を未来に引き継ぐために生協運動の精神を継承しています。「一人は万人の
ために、万人は一人のために」がアイチョイスのモットーです。

■ プライベートブランド『自然派ｓｔｙｌｅ』
『自然派style（スタイル）』は、「子供に安心・安全なものを」という組合員さんの思いに応える形で生ま
れたプライベートブランド。“安さ追求ではなく品質重視”で、以下の５つのテーマを掲げています。

①食の基準となる日本の農業を守る為にも、国産原料の使用にこだわります。
②食品添加物に頼らない商品づくりを追及します。
③伝統を守り、素材を活かす手間ひまかけた製法を大切にします。
④「非遺伝子組み換え」の原料にこだわります。
⑤毎日利用しやすい価格を実現します。

たとえば「牛乳」は、生乳本来の風味をなるべく大切にするため、水の沸点よりも低い７２℃１５秒殺菌を
おこなったもの。「餃子」は、家庭で手作りしたものをお手本に、国産の野菜と豚肉を主原料とし、合成食
品添加物を使わずに国内の工場で作ったもの。「豆腐」は、地元・愛知県産の大豆を100％使い、凝固
剤には伝統的な“にがり”を用いたもの。「『美味しい』って、こういうこと？』という気づきを体験できるアイ
テムを取り揃えています。

■ ビオトープ米の取り組み
冬の間、耕作しない田んぼに水をためておき、湿地と同様の機能を発揮させることで生物多様性を保全
する試みにも取り組んでいます。生物多様性を破壊しないようネオニコチノイド系農薬などを削減し、生
産者とともに出来る限り有機栽培にチャレンジしており、その田んぼで生産されたお米は「ビオトープ米」
としてアイチョイスの利用者（組合員）に販売。また、田んぼの生きもの調査を実施し、この取り組みの意
義を学ぶ場も提供しています。

■ 生産者の学びの場『有機の学校』
アイチョイスでは、有機農業生産者を増やし、彼らの技術力向上をサポートするため、「コープ自然派」
「コープ有機」とともに、『有機の学校』を運営ししています。

新規就農者数をみてみると、49歳以下は増加傾向にあり、その９割以上が「有機農業をやりたい、興味
がある」と回答しています（「新農業人フェア」における意識調査）。若い世代が有機農業に参入し、定着
するためには、栽培技術を教わる場所とともに就農後の支援が求められます。『有機の学校』は、高品
質・多収穫が実現できるよう、土づくりを基本とした栽培技術を教える貴重な取り組みです。さらに、卒業
生が生産した農産物を買い取るなど、新規就農者にとって一番の課題となる“出口の確保”にも努めてい
ます。

1989年9月、あいち生協（あいち生活協同組合）として設立。当時、全国の他の都市と比べ生協組織率が著しく低かった愛知県尾張地域で安全・
安心な食材の供給を目指し、組合員1,350名からのスタートでした。現在はアイチョイスグループとして愛知・岐阜・静岡を事業範囲とし、約11万7
千世帯の組合員の暮らしをサポートするまでに成長を遂げています。
その歩みは、単に組織規模の拡大というだけでなく、生協本来の在り方を求め続けた歴史でもありました。具体的には、「農産物完全産直化（市場
野菜の排除）」、「地域でいち早く展開した個人宅配事業の開始」、「化学調味料100％排除の実施」、「メディアによる全商品原材料の情報開示」
など、現在のグループの特徴ともいうべき施策の具現化であり、それらは今後も変わらず継続していくアイチョイスグループの財産といえます。

商品部 部長　八手亦良太さん
商品部 係長　小沢進祐さん

愛知県名古屋市

生活協同組合連合会アイチョイス
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■ 生協運動の精神を継承していく
では、アイチョイスの考える“生協本来の在り方”とは、どのようなものでしょう？　生協のルーツを辿ると、
19世紀のイギリスにさかのぼります。当時は産業革命の真っ只中。生産性が飛躍的に増大する一方で、
工場労働者は低賃金・長時間労働を強いられていました。また、食品をはじめとした必要最低限の生活
用品でさえ、販売する側の利益だけが優先される状況にあり、多くの市民の暮らしを圧迫していました。
生活協同組合は、そのような状況に耐えかねた人たちが力を合わせて自らの暮らしを守ろうと組織した
団体です。アイチョイスもまた、地域の生活者や生産者と協同し、豊かな暮らし、暮らしやすい地域、さら
には持続可能な自然環境を未来に引き継ぐために生協運動の精神を継承しています。「一人は万人の
ために、万人は一人のために」がアイチョイスのモットーです。

■ プライベートブランド『自然派ｓｔｙｌｅ』
『自然派style（スタイル）』は、「子供に安心・安全なものを」という組合員さんの思いに応える形で生ま
れたプライベートブランド。“安さ追求ではなく品質重視”で、以下の５つのテーマを掲げています。

①食の基準となる日本の農業を守る為にも、国産原料の使用にこだわります。
②食品添加物に頼らない商品づくりを追及します。
③伝統を守り、素材を活かす手間ひまかけた製法を大切にします。
④「非遺伝子組み換え」の原料にこだわります。
⑤毎日利用しやすい価格を実現します。

たとえば「牛乳」は、生乳本来の風味をなるべく大切にするため、水の沸点よりも低い７２℃１５秒殺菌を
おこなったもの。「餃子」は、家庭で手作りしたものをお手本に、国産の野菜と豚肉を主原料とし、合成食
品添加物を使わずに国内の工場で作ったもの。「豆腐」は、地元・愛知県産の大豆を100％使い、凝固
剤には伝統的な“にがり”を用いたもの。「『美味しい』って、こういうこと？』という気づきを体験できるアイ
テムを取り揃えています。

■ ビオトープ米の取り組み
冬の間、耕作しない田んぼに水をためておき、湿地と同様の機能を発揮させることで生物多様性を保全
する試みにも取り組んでいます。生物多様性を破壊しないようネオニコチノイド系農薬などを削減し、生
産者とともに出来る限り有機栽培にチャレンジしており、その田んぼで生産されたお米は「ビオトープ米」
としてアイチョイスの利用者（組合員）に販売。また、田んぼの生きもの調査を実施し、この取り組みの意
義を学ぶ場も提供しています。

■ 生産者の学びの場『有機の学校』
アイチョイスでは、有機農業生産者を増やし、彼らの技術力向上をサポートするため、「コープ自然派」
「コープ有機」とともに、『有機の学校』を運営ししています。

新規就農者数をみてみると、49歳以下は増加傾向にあり、その９割以上が「有機農業をやりたい、興味
がある」と回答しています（「新農業人フェア」における意識調査）。若い世代が有機農業に参入し、定着
するためには、栽培技術を教わる場所とともに就農後の支援が求められます。『有機の学校』は、高品
質・多収穫が実現できるよう、土づくりを基本とした栽培技術を教える貴重な取り組みです。さらに、卒業
生が生産した農産物を買い取るなど、新規就農者にとって一番の課題となる“出口の確保”にも努めてい
ます。

生活協同組合連合会アイチョイス（本部・笠寺センター）
愛知県名古屋市南区薬師通 1-14　TEL：052-821-7007
■ Web サイト：https://ichoice-coop.com/



農業者が、自分で作ったものの価値を自らアピールし、
自分で値段をつけて売ることが出来る。
そのことを実現するために、農家が作った株式会社です。

■ 有機JASに対するスタンス
イー・有機生活の設立に携わったのは、早くから有機農業を実践してきた生産者の皆さんや、有機農産
物を取り扱ってきた流通業者・消費者団体の皆さん。いずれも日本のオーガニックのパイオニア的存在
といえるメンバーですから、取扱うアイテムがオーガニック＆ナチュラルなものに限定されるのは当然の
流れでした。

主軸商品となる農産物は、有機JAS認証を取得したもの、特別栽培のもの（化学合成農薬および化学肥
料の窒素成分を慣行レベルの5割以上削減）、GAP認証を取得したもの、そして、オーガニック業界で
「非JAS」と呼ばれるレベルのもの。（「非JAS」とは、有機機JAS法に基づく有機栽培の基準をクリアして
はいるものの、認証は受けていないため、有機野菜とは名乗れない農産物を指します。）

イー・有機生活では、これまで、有機JAS農産物も非JAS農産物も同じ仕入れ価格で仕入れてきました
が、一般の消費者にとって“より分かりやすく、しかも客観性のある安全基準”は有機JASであるとして、今
後は今以上に積極的に有機JAS農産物も取り扱っていく予定だそうです。

■ “有機”の在り方を見直す
…とはいえ、有機JAS認証の取得や取扱いにあたっては、まだまだ問題点や課題が多いのが現状です。
「生産者が経済的な負担や書類作成の負担を受け入れることが必須」、「有機JAS認証を取得している
小分け業者や保管倉庫が少ない」、「小口の取引が多くなりがちで物流コストがかさむ」、「一般消費者
の間では、有機JASマークの認知度が高いとはいえない」「有機JASマーク自体に、それがどんなマーク
なのかという説明がついていない」、「有機農産物を大量生産することは難しいのに、小さなロットで加
工を引き受けてくれるメーカーが少ない」、「そもそも有機JAS認証を取得している中小の加工メーカーが
少ない」、　etc.…。

「有機JAS認証取得のために必要な書類作成を合理化・簡素化していく。有機JASマークをもっと分かり
やすいものにマイナーチェンジする。非JASや特別栽培を分かりやすく説明する手段を考える。有機JAS
認証取得をサポートするシステムや補助金を増やしていく…等々、努力や工夫によって課題を一つひと
つクリアしていくことが必要だと思います。有機ＪＡＳ法が施行されてから２０年が過ぎました。そろそろ、現
状の“有機”の在り方を見直す時期が来ているのかもしれません。」（数川さん）

■ ＋α（プラスアルファ）の必要性
これまで一貫してオーガニック＆ナチュラルな食品を手がけてきたイー・有機生活ですが、今後は、“ケミ
カルなものを使っていない”というだけでなく、プラスアルファが必要だと考えているとのこと。ヴィーガン、
ハラル、低糖質、ローカロリー、グルテンフリー、アレルギー対応…と、食のニーズがどんどん多様化してい
る昨今、“食のバリアフリー”に対応することが、メーカーや流通業者にも求められているようです。

■ 理想と現実のギャップを埋める
今回、数川さんのお話の中で最も印象的だったのは、「理想と現実のギャップを埋められる人が残るのだ
と思うんです」という一言でした。“健康を守る”・“環境保護に貢献する”・“持続可能な社会を作る”・“そし
てなにより美味しくて心地よい”等、オーガニックには様 な々魅力や意義があります。その一方で、オーガ
ニックをビジネスとして確立し、続けていくためには、様 な々ハードルがあることも事実です。オーガニック
に携わる者たちは、「そのハードルをどうやって乗り越えるのか？」を考え続けなければなりません。３０年もの
間、オーガニックビジネスの世界に身を置き、商品開発担当者・オーガニックスーパーマーケットの店長・野
菜の生産者・営業マン等々、様 な々立場でオーガニックに関わってきた数川さんの“覚悟”を感じました。

スーパー、生協、自然食品店、会員制宅配等、農産物を販売するチャネルは様々ですが、どのルートにおいても、生産者からの売値は、流通側・消
費者側の主導で決められるケースがほとんどです。そして、店頭でも、カタログ紙面でも、限られたスペースの中で、生産者の想いや商品の魅力を
消費者に十分に伝えることは難しいのが現状です。
「農業者が、自分で作ったものの価値を自らアピールし、自分で値段をつけて売ることが出来る。そして、誇りと主体性をもって仕事をすることが出来
る。イー・有機生活は、インターネットを利用してそのことを実現しようと、農家が作った株式会社です」と、会社の成り立ちを説明してくれたのは、常
務執行役員兼マーケティング・営業統括部部長の数川朗さん。ユニークな社名は、「有機生産者」と「消費者」を「“e”（電子≒インターネット）」で
繋ぎ、生産者も消費者も、より“e＝いい=良い生活”を創造していけるように…という願いを込めて名づけられました。
現在は、オンラインショップでの販売をはじめ、卸売り、オリジナルな加工食品の開発、OEM（他社製品の製造を請け負うこと）なども手がけています。

常務執行役員 兼 マーケティング・営業統括部部長　数川朗さん

東京都千代田区

株式会社イー・有機生活
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■ 有機JASに対するスタンス
イー・有機生活の設立に携わったのは、早くから有機農業を実践してきた生産者の皆さんや、有機農産
物を取り扱ってきた流通業者・消費者団体の皆さん。いずれも日本のオーガニックのパイオニア的存在
といえるメンバーですから、取扱うアイテムがオーガニック＆ナチュラルなものに限定されるのは当然の
流れでした。

主軸商品となる農産物は、有機JAS認証を取得したもの、特別栽培のもの（化学合成農薬および化学肥
料の窒素成分を慣行レベルの5割以上削減）、GAP認証を取得したもの、そして、オーガニック業界で
「非JAS」と呼ばれるレベルのもの。（「非JAS」とは、有機機JAS法に基づく有機栽培の基準をクリアして
はいるものの、認証は受けていないため、有機野菜とは名乗れない農産物を指します。）

イー・有機生活では、これまで、有機JAS農産物も非JAS農産物も同じ仕入れ価格で仕入れてきました
が、一般の消費者にとって“より分かりやすく、しかも客観性のある安全基準”は有機JASであるとして、今
後は今以上に積極的に有機JAS農産物も取り扱っていく予定だそうです。

■ “有機”の在り方を見直す
…とはいえ、有機JAS認証の取得や取扱いにあたっては、まだまだ問題点や課題が多いのが現状です。
「生産者が経済的な負担や書類作成の負担を受け入れることが必須」、「有機JAS認証を取得している
小分け業者や保管倉庫が少ない」、「小口の取引が多くなりがちで物流コストがかさむ」、「一般消費者
の間では、有機JASマークの認知度が高いとはいえない」「有機JASマーク自体に、それがどんなマーク
なのかという説明がついていない」、「有機農産物を大量生産することは難しいのに、小さなロットで加
工を引き受けてくれるメーカーが少ない」、「そもそも有機JAS認証を取得している中小の加工メーカーが
少ない」、　etc.…。

「有機JAS認証取得のために必要な書類作成を合理化・簡素化していく。有機JASマークをもっと分かり
やすいものにマイナーチェンジする。非JASや特別栽培を分かりやすく説明する手段を考える。有機JAS
認証取得をサポートするシステムや補助金を増やしていく…等々、努力や工夫によって課題を一つひと
つクリアしていくことが必要だと思います。有機ＪＡＳ法が施行されてから２０年が過ぎました。そろそろ、現
状の“有機”の在り方を見直す時期が来ているのかもしれません。」（数川さん）

■ ＋α（プラスアルファ）の必要性
これまで一貫してオーガニック＆ナチュラルな食品を手がけてきたイー・有機生活ですが、今後は、“ケミ
カルなものを使っていない”というだけでなく、プラスアルファが必要だと考えているとのこと。ヴィーガン、
ハラル、低糖質、ローカロリー、グルテンフリー、アレルギー対応…と、食のニーズがどんどん多様化してい
る昨今、“食のバリアフリー”に対応することが、メーカーや流通業者にも求められているようです。

■ 理想と現実のギャップを埋める
今回、数川さんのお話の中で最も印象的だったのは、「理想と現実のギャップを埋められる人が残るのだ
と思うんです」という一言でした。“健康を守る”・“環境保護に貢献する”・“持続可能な社会を作る”・“そし
てなにより美味しくて心地よい”等、オーガニックには様 な々魅力や意義があります。その一方で、オーガ
ニックをビジネスとして確立し、続けていくためには、様 な々ハードルがあることも事実です。オーガニック
に携わる者たちは、「そのハードルをどうやって乗り越えるのか？」を考え続けなければなりません。３０年もの
間、オーガニックビジネスの世界に身を置き、商品開発担当者・オーガニックスーパーマーケットの店長・野
菜の生産者・営業マン等々、様 な々立場でオーガニックに関わってきた数川さんの“覚悟”を感じました。

株式会社イー・有機生活
東京都千代田区外神田 4-13-5 松源ビル 4F　TEL：03-5298-7800
■ Web サイト：https://eu-ki.com/
■ オンラインショップ：https://eu-ki.jp/

国産有機サポーターズ活動事例集  2



近年は気候変動が激しすぎて、
全国の生産者とがっつりタッグを組まないと対応できません。
産地と密なコミュニケーションをとること。
その状況をお客様に丁寧に伝えること。
そのことを何よりも大切にしています。

■ 高齢化社会に向けて家庭の食を整える
F&Fの親会社は、多業態型レストランチェーンの経営を手がける日本レストランシステム株式会社です。
代表取締役会長兼社長の大林豁史氏が、「これからの高齢化社会では平均寿命だけでなく健康寿命
に目を向けていかなければならない。そのためには、家庭の食も整えていかなければならない」との思い
を抱き、１９９２年にF&Fを立ち上げました。

■ F&F安全基準
F&Fでは、独自の安全基準を設けて取り扱う食材を厳選しています。「有機JAS認証は、客観性があり、お
客様にとっても分かりやすい基準ですから、商品を選択する際の１つの指標としています。ただ、認証取
得に関しては労力もコストもかかりますから、私たちから農家に取得を押し付けることは出来ません。最終
的には、産地を訪ね、生産者と直接やり取りをして、人となりや作り方を直接確認した上で、取り扱うかど
うかを決定しています」と話すのは、専務取締役の谷井正樹さん。全国各地の契約農家（約２００軒）を
訪ね歩き、農薬や化学肥料を極力使用せずに育てた野菜や果物を産地直送で仕入れています。また、
全国のお米農家と契約し、収穫・餞別・仕分け・袋詰め・配送までを一貫して手がけ、他のお米が一粒も
混じることがないよう心がけているとのこと。

■ 大切なのは“美味しさ”と“STORY”
「有機だ、安全だ…と言っても、食事は毎日のことですから、美味しくなければ続きません。同じ有機JAS
認証農産物でも、生産者の姿勢や技術によって味は変わってしまいます。また、有機栽培であっても窒素
過多な土づくりをしていると、健康や環境に負荷を与えることにもなりかねません」と谷井さん。だからこ
そ、実際に産地をまわり、生産者の人となりや農法を見極めることがとても大切だといいます。また、「多彩
な商品が世の中にあふれている昨今、消費者は、味（品質）・価格・商品の背景にあるSTORYなどを全
部“込み”で、買う価値があるかどうかを決めている」との考えから、産地や生産者の様子、農法や製法に
ついて、仕入れスタッフが販売スタッフと丁寧に情報共有できるよう、会議や勉強会をこまめに行なって
いるそうです。

■ “１００個しか作れないもの”も引き受ける
有機の食材は、農産物であっても加工食品であっても、大量生産できないケースが多々あります。大手
スーパーなど一般的なチェーン店では、「たとえ良いものであっても、少量しか作れないものは取り扱えな
い」となってしまうことも。けれどもF&Fの場合、「すべての商品を２８店舗全部で取り扱う必要はない。数
量限定ならば、数店舗、あるいは１店舗だけの限定取扱いにすればいいし、その稀少価値をアピールす
れば、お客様も興味をもったり喜んだりしてくださる」と谷井さん。規模が小さくても志の高いものづくりを
している生産者にとって、F&Fのこの姿勢はとても心強いことでしょう。

■ すべては、「人と人との繋がり」が基本
F&Fの販売スタッフは、お客様の顔を覚え、会話することをとても大切にしています。そのコミュニケーショ
ンの中から、家族構成・食の好み・体調などを把握し、より満足度の高い商品をお薦めできるからです。ま
た、生産者に対しては、次のものづくりへの参考にしてもらえるよう、お客様からの感想や要望を出来るだ
け伝えるようにしているのだそう。さらに、店を増やし、多くの消費者の方 に々美味しくて安全な食べものを
お届けするために、新たな生産者の開拓にも力を入れているとのこと。「新規就農者に技術の高い指導
者を紹介することもありますし、質が高いものを生産しているのに販売力が弱い生産者に対しては全量
買い取りの契約をすることもあります」（谷井さん）　どんなにお店の数が増えていっても、F&Fの仕事の
根底にあるのは、販売スタッフとお客様一人ひとりの、あるいは、仕入れスタッフと生産者一人ひとりの、
小さくて密な繋がりです。

■ インフルエンサーとしてのお客様に期待
今は、SNS等を通じて一般の生活者が世の中に情報発信しやすい時代です。「ここのお店で買った〇〇
が美味しかった」「この野菜をこんなふうに料理してみたらとても簡単で美味しかった」などという情報
がスピーディーに拡散されるため、「美味しいものを食べたら、是非、周りの方 に々そのことを伝えていただ
きたいですね。そうやって、本当に美味しくて安全な食べものや志の高い生産者が、多くの方々に知られ
るようになることをを期待しています」と谷井さん。「オーガニックの業界って、生産者も、売り手も、変な
人、面白い人が多いんですよ（笑）。そういう人たちの一人ひとりにファンがついてくれたらいいなあとも
思っています。」

F＆Fは、全国各地の直接契約農家から送られてくる新鮮な野菜や米をはじめ、調味料、お弁当・お惣菜、手作りパンなどを取り扱う、食のセレクト
ショップ。農産物は、有機JAS認証を取得したものをはじめ、化学農薬や化学肥料を出来る限り使用せずに栽培したものを、加工食品は化学合成
添加物を使用していないもの、さらに、国産原材料（国産品がない場合は有機認証を得た海外産物）を優先して使用したものを取り揃え、東京・
埼玉・千葉・神奈川の一都三県に２９店舗を展開しています。

専務取締役　谷井正樹さん

東京都渋谷区

エフアンドエフシステム株式会社
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■ 高齢化社会に向けて家庭の食を整える
F&Fの親会社は、多業態型レストランチェーンの経営を手がける日本レストランシステム株式会社です。
代表取締役会長兼社長の大林豁史氏が、「これからの高齢化社会では平均寿命だけでなく健康寿命
に目を向けていかなければならない。そのためには、家庭の食も整えていかなければならない」との思い
を抱き、１９９２年にF&Fを立ち上げました。

■ F&F安全基準
F&Fでは、独自の安全基準を設けて取り扱う食材を厳選しています。「有機JAS認証は、客観性があり、お
客様にとっても分かりやすい基準ですから、商品を選択する際の１つの指標としています。ただ、認証取
得に関しては労力もコストもかかりますから、私たちから農家に取得を押し付けることは出来ません。最終
的には、産地を訪ね、生産者と直接やり取りをして、人となりや作り方を直接確認した上で、取り扱うかど
うかを決定しています」と話すのは、専務取締役の谷井正樹さん。全国各地の契約農家（約２００軒）を
訪ね歩き、農薬や化学肥料を極力使用せずに育てた野菜や果物を産地直送で仕入れています。また、
全国のお米農家と契約し、収穫・餞別・仕分け・袋詰め・配送までを一貫して手がけ、他のお米が一粒も
混じることがないよう心がけているとのこと。

■ 大切なのは“美味しさ”と“STORY”
「有機だ、安全だ…と言っても、食事は毎日のことですから、美味しくなければ続きません。同じ有機JAS
認証農産物でも、生産者の姿勢や技術によって味は変わってしまいます。また、有機栽培であっても窒素
過多な土づくりをしていると、健康や環境に負荷を与えることにもなりかねません」と谷井さん。だからこ
そ、実際に産地をまわり、生産者の人となりや農法を見極めることがとても大切だといいます。また、「多彩
な商品が世の中にあふれている昨今、消費者は、味（品質）・価格・商品の背景にあるSTORYなどを全
部“込み”で、買う価値があるかどうかを決めている」との考えから、産地や生産者の様子、農法や製法に
ついて、仕入れスタッフが販売スタッフと丁寧に情報共有できるよう、会議や勉強会をこまめに行なって
いるそうです。

■ “１００個しか作れないもの”も引き受ける
有機の食材は、農産物であっても加工食品であっても、大量生産できないケースが多々あります。大手
スーパーなど一般的なチェーン店では、「たとえ良いものであっても、少量しか作れないものは取り扱えな
い」となってしまうことも。けれどもF&Fの場合、「すべての商品を２８店舗全部で取り扱う必要はない。数
量限定ならば、数店舗、あるいは１店舗だけの限定取扱いにすればいいし、その稀少価値をアピールす
れば、お客様も興味をもったり喜んだりしてくださる」と谷井さん。規模が小さくても志の高いものづくりを
している生産者にとって、F&Fのこの姿勢はとても心強いことでしょう。

■ すべては、「人と人との繋がり」が基本
F&Fの販売スタッフは、お客様の顔を覚え、会話することをとても大切にしています。そのコミュニケーショ
ンの中から、家族構成・食の好み・体調などを把握し、より満足度の高い商品をお薦めできるからです。ま
た、生産者に対しては、次のものづくりへの参考にしてもらえるよう、お客様からの感想や要望を出来るだ
け伝えるようにしているのだそう。さらに、店を増やし、多くの消費者の方 に々美味しくて安全な食べものを
お届けするために、新たな生産者の開拓にも力を入れているとのこと。「新規就農者に技術の高い指導
者を紹介することもありますし、質が高いものを生産しているのに販売力が弱い生産者に対しては全量
買い取りの契約をすることもあります」（谷井さん）　どんなにお店の数が増えていっても、F&Fの仕事の
根底にあるのは、販売スタッフとお客様一人ひとりの、あるいは、仕入れスタッフと生産者一人ひとりの、
小さくて密な繋がりです。

■ インフルエンサーとしてのお客様に期待
今は、SNS等を通じて一般の生活者が世の中に情報発信しやすい時代です。「ここのお店で買った〇〇
が美味しかった」「この野菜をこんなふうに料理してみたらとても簡単で美味しかった」などという情報
がスピーディーに拡散されるため、「美味しいものを食べたら、是非、周りの方 に々そのことを伝えていただ
きたいですね。そうやって、本当に美味しくて安全な食べものや志の高い生産者が、多くの方々に知られ
るようになることをを期待しています」と谷井さん。「オーガニックの業界って、生産者も、売り手も、変な
人、面白い人が多いんですよ（笑）。そういう人たちの一人ひとりにファンがついてくれたらいいなあとも
思っています。」

エフアンドエフシステム株式会社
東京都渋谷区猿楽町 10-11（本社所在地）　東京都世田谷区玉川田園調布 2-5-5（事務所）　TEL：03-5755-5361
■ Web サイト：https://www.shizensyoku-ff.com/
■店舗一覧：https://www.shizensyoku-ff.com/location/
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自分が良いと思ったものと、
お店で提供しているものとに、矛盾があってはならない。
例えば、健やかな成長を願う“お食い初め”の席に、
化学調味料や保存料を使った料理は出したくないのです。

■きじまのオーガニック・チャレンジ
きじまでは、抜群の鮮度の海の幸を厳選するのはもちろんのこと、お客様により安心・安全で美味しい料
理を召し上がっていただけるよう、出来る限り環境に負荷を与えない漁法や農法で生産された食材を積
極的に使用し、その成果を具体的に公表しています。（以下、数値は２０２１年１１月時のもの）

①環境保全型農産物の利用を推進
米：自然栽培米（農薬や肥料を使用しない）の使用比率　…　１００％
野菜：有機JAS農産物や自然栽培農産物の使用比率　…　７５.２９％

②持続可能な漁獲方法・養殖方法による水産物の利用を促進
MSC認証（※）水産物の使用比率…９．３０％
※「海のエコラベル」と呼ばれる。持続可能な漁法で獲られた水産物の国際基準。この認証を取得し
ている漁業者自体が少ないため、上記の通り、使用比率の数字も低くなっています。

ASC認証（※）による水産物の使用比率…８０.０％
※責任ある養殖により生産された水産物の国際基準。

③アニマルウェルフェア（※）に配慮し、抗生物質や成長ホルモン剤を投与していない畜産物の利用を推進
※「動物福祉」の意。清潔で十分な広さが確保された畜舎や放牧可能な屋外空間、PHF（ポストハー
ベストフリー）で非遺伝子組み換えの飼料で飼育すること等を指す。

④化学調味料・各種エキス類の不使用

⑤保存料・合成着色料・合成香料の不使用

⑥海を汚す、石油由来の合成界面活性剤を含む洗剤類を完全撤廃

⑦環境に配慮した印刷物の利用促進
FSC認証の紙…持続可能な森林の利用と保護のため、適正に管理された森林から産出した原料を使用
VOCフリーの印刷…VOC（石油系溶剤（※））を使用しない印刷用インクを使用。
※石油系溶剤には、大気汚染や化学物質過敏症の一因となる揮発性有機化合物が含まれている。

■ “認証ラベルありき”ではない
ここまで食材にこだわっている「きじま」ですが、そのことを店頭で特別にアピールすることはしていませ
ん。「美味しい食事と優れた接客サービス。それがレストランの原点です。安全・安心はもちろん大切なこ
とですが、『〇〇は身体に悪い』『〇〇をするべき』”というように、お客様を不安にさせたり、お客様の良
心につけこんだりするようなやり方はＮＧだと思っています。」「認証ラベルのある食材を使うことに固執
しているわけではありませんが、私たちがお届けしたい料理やサービスの実現に対して、今できる最短の
アプローチを考えたとき、その一つの判断基準として認証ラベルがあると考えています。大切なのは、ラベ
ルの向こう側にある“目的意識”を見失わないこと」「食を通して持続可能な社会の実現に寄与するとい
うのがきじまのテーまではありますが、お客様には、必ずしもそのことを声高に伝える必要はないと思って
います。きじまの料理を召し上がっていただくことで、お客様は知らず知らずのうちに、きじまの目的に加担
している…という形が理想です（笑）」（弘晃さん）

■ 志ある生産者のために、“出口”を確保する
農業でも漁業でも林業でも、イノベーション（技術革新）を目指している従事者は必ずいます。けれども、
生産したものの出口（売り先）がないと、新しい取り組みを進めることはできません。生産者に対して、どの
ようにしてイノベーティブな状況を作ってあげられるかが私たちの課題だと思っています」と弘晃さん。現
在、特に意識しているのが穀類の自給率を上げること。そのために、国産有機小麦の“出口”としてオーガ
ニック原料を使った焼き菓子の開発・販売を開始しました。さらに、有機栽培や自然栽培の土壌づくりを
する上で重要な麦や大豆の品種研究も手がけているとのこと。「色々お話ししましたが、基本はとてもシ
ンプルなことなんです。自分が良いと思ったものと、お店で提供しているものとに、矛盾があってはならな
い。例えば、赤ちゃんの健やかな成長を願う“お食い初め”の席に、化学調味料や保存料を使った料理は
出したくないのです。」

「美味しい和食と豊かな海を、未来もずっと。」をスローガンに、横浜市を中心に５店舗の和食店を経営。食を通じて持続可能な社会の実現に寄
与するべく様 な々取り組みを積極的に進めています。「きじまでは海の幸をふんだんに使います。海の幸でレストランを営んできた企業として、海を
汚したり海の生態系を崩したりしてはいけない。農業だけでなく漁業も持続可能な在り方を追求していくべきだと考えています。」と、事業戦略室長
の杵島弘晃さんは言います。

事業戦略室長　杵島弘晃さん

神奈川県横浜市

株式会社きじま
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■きじまのオーガニック・チャレンジ
きじまでは、抜群の鮮度の海の幸を厳選するのはもちろんのこと、お客様により安心・安全で美味しい料
理を召し上がっていただけるよう、出来る限り環境に負荷を与えない漁法や農法で生産された食材を積
極的に使用し、その成果を具体的に公表しています。（以下、数値は２０２１年１１月時のもの）

①環境保全型農産物の利用を推進
米：自然栽培米（農薬や肥料を使用しない）の使用比率　…　１００％
野菜：有機JAS農産物や自然栽培農産物の使用比率　…　７５.２９％

②持続可能な漁獲方法・養殖方法による水産物の利用を促進
MSC認証（※）水産物の使用比率…９．３０％
※「海のエコラベル」と呼ばれる。持続可能な漁法で獲られた水産物の国際基準。この認証を取得し
ている漁業者自体が少ないため、上記の通り、使用比率の数字も低くなっています。

ASC認証（※）による水産物の使用比率…８０.０％
※責任ある養殖により生産された水産物の国際基準。

③アニマルウェルフェア（※）に配慮し、抗生物質や成長ホルモン剤を投与していない畜産物の利用を推進
※「動物福祉」の意。清潔で十分な広さが確保された畜舎や放牧可能な屋外空間、PHF（ポストハー
ベストフリー）で非遺伝子組み換えの飼料で飼育すること等を指す。

④化学調味料・各種エキス類の不使用

⑤保存料・合成着色料・合成香料の不使用

⑥海を汚す、石油由来の合成界面活性剤を含む洗剤類を完全撤廃

⑦環境に配慮した印刷物の利用促進
FSC認証の紙…持続可能な森林の利用と保護のため、適正に管理された森林から産出した原料を使用
VOCフリーの印刷…VOC（石油系溶剤（※））を使用しない印刷用インクを使用。
※石油系溶剤には、大気汚染や化学物質過敏症の一因となる揮発性有機化合物が含まれている。

■ “認証ラベルありき”ではない
ここまで食材にこだわっている「きじま」ですが、そのことを店頭で特別にアピールすることはしていませ
ん。「美味しい食事と優れた接客サービス。それがレストランの原点です。安全・安心はもちろん大切なこ
とですが、『〇〇は身体に悪い』『〇〇をするべき』”というように、お客様を不安にさせたり、お客様の良
心につけこんだりするようなやり方はＮＧだと思っています。」「認証ラベルのある食材を使うことに固執
しているわけではありませんが、私たちがお届けしたい料理やサービスの実現に対して、今できる最短の
アプローチを考えたとき、その一つの判断基準として認証ラベルがあると考えています。大切なのは、ラベ
ルの向こう側にある“目的意識”を見失わないこと」「食を通して持続可能な社会の実現に寄与するとい
うのがきじまのテーまではありますが、お客様には、必ずしもそのことを声高に伝える必要はないと思って
います。きじまの料理を召し上がっていただくことで、お客様は知らず知らずのうちに、きじまの目的に加担
している…という形が理想です（笑）」（弘晃さん）

■ 志ある生産者のために、“出口”を確保する
農業でも漁業でも林業でも、イノベーション（技術革新）を目指している従事者は必ずいます。けれども、
生産したものの出口（売り先）がないと、新しい取り組みを進めることはできません。生産者に対して、どの
ようにしてイノベーティブな状況を作ってあげられるかが私たちの課題だと思っています」と弘晃さん。現
在、特に意識しているのが穀類の自給率を上げること。そのために、国産有機小麦の“出口”としてオーガ
ニック原料を使った焼き菓子の開発・販売を開始しました。さらに、有機栽培や自然栽培の土壌づくりを
する上で重要な麦や大豆の品種研究も手がけているとのこと。「色々お話ししましたが、基本はとてもシ
ンプルなことなんです。自分が良いと思ったものと、お店で提供しているものとに、矛盾があってはならな
い。例えば、赤ちゃんの健やかな成長を願う“お食い初め”の席に、化学調味料や保存料を使った料理は
出したくないのです。」

株式会社きじま
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 3970　TEL：045-870-4068
■ Web サイト（店舗一覧も含む）：https://kijimagroup.co.jp/　
■ 来店予約：https://kijimagroup.co.jp/reservation
■ オンラインショップ「うみさち .com」：https://www.umisachi.com/
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自然農法も有機農法も、目指すところは同じ。
自然循環型の農業の裾野を広げていくことです。
そのきっかけを作るため、
お店では様 な々イベントや仕掛けを実施しています。

■ MOA自然農法とは
「自然を尊重し、自然に順応する」という考えに基づいて“土の力”を発揮させることで、農薬や化学肥料
などに頼らなくても作物が健全に育つように取り組む農法。創始者は岡田茂吉氏で、およそ８５年もの歴
史を誇ります。生産者は「ＭＯＡ自然農法ガイドライン」という基準にのっとって農業を営んでおり、このガ
イドラインは、「栽培の基本」や「実践のあり方」をはじめ、「農や食に取り組むための心のあり方」にまで
言及したもの。MOA独自の基準ではありますが、有機JASの基準とも非常に親和性の高いもので、国産
有機サポーターズとして参加しています。グリーンマーケットえさか店の店内には、その基準の内容を説
明したポスターが掲げられています。

■ プライベートブランドの加工食品
お店では、MOAのプライベートブランド（オリジナル）の加工食品も製造・販売しています。どのアイテムも
可能な限りMOA自然農法原料やMOA指定調味料を使用しており、「野菜やお米を食べてＭＯＡのファ
ンになった」という方々から強く支持されているようです。「合成食品添加物はできる限り使用しない」
「加工食品の原材料も、畜産の飼料も、可能な限り非遺伝子組み換え作物を選択する」「製造メーカー
や製造工程を明確にする」「品質の安全性を常に確認し、人と環境にやさしい商品づくりを継続してい
く」等々に配慮しつつ商品開発していくことは決して簡単ではありませんが、お客様に喜ばれる商品づく
りに努めているとのこと。MOAとの縁でオーガニック専門食品メーカーも生まれており、生活必需品ともい
える様 な々加工食品が誕生しました。

■ オーガニックに親しむための“きっかけ”づくり
グリーンマーケットMOAえさか店は、環境に負荷を与えない農業と、その農産物が世の中に広がってい
くように、様 な々イベントや仕掛けを実施しています。

①「健康野菜市」…月に１回、ボランティアによって開催されます。価格を標準化すべくおよそ5km圏内の
地元オーガニック農家の農産物を販売しており、生産者と、近隣の住民や勤務者とのコミュニケーション
の場となっています。商品だけでなく、“美味しさへのこだわり”や“より美味しい食べ方”などの情報が行き
交う場でもあり、ここで育まれた“生産者への信頼”が、店内での購買にも繋がっていきます。

②「会員制度」…通常の小売店同様に「メール会員」「ポイントカード会員」などの制度によって、オーガ
ニックなお買い物の後押しをし、より多くの人々がオーガニック＆ナチュラルな食生活の魅力に触れるこ
とが出来るよう仕組み作りをしています。

③「料理教室」「ワークショップ」…「ワークショップ手作りみそ教室」や「料理教室」等を食育の一環とし
て開催。じっくりと時間をかけて体験・継続していただくことで、オーガニックな食生活に親しむきっかけ
を提供しています。

■ スタッフにも学びの機会を
さらに、「MOAグループ内の自然農法認定団体を招いての勉強会を開催」、「MOAグループ独自の食育
資格制度も策定し、スタッフに資格取得を推奨」、「取引のある農家や食品メーカーには毎年足を運ん
で交流を深め、生産現場の実情を知る」など、スタッフが学びを深めることのできる環境づくりにも力を入
れています。現在、一番の課題は「商品の販売手法」。購買層の多くは、スーパーマーケットや生協への依
存度が高く、“オーガニック＆ナチュラルの商品はまだまだ嗜好品レベル”、“有機JAS認証マークが付い
ていてもマークの認知度が低い”というのが現状です。そこで、グリーンマーケットMOAえさか店では、商
品の試食試飲を実施し、その際に商品背地名を必ずひとこと加えることで、商品の訴求ポイントが分かり
やすい販売手法を考えているとのこと。

■ 生産者に“ファン”がついている
MOAグループは全国の米農家と交流がありますが、関西地方で特に人気が高いのは、滋賀県の琵琶湖
付近で自然農法にて栽培されているコシヒカリと、高知県の早期米（8月に出来上がる）。また、野菜の
場合、およそ5ｋｍ圏内にある近隣農家から仕入れたものが、「旬の新鮮な野菜が届く」「物流コストが低
いため販売価格も比較的安価」「そしてなにより“美味しい”」ということで支持されています。加工食品で
人気が高い醤油は、西兵庫の醤油蔵に原料を提供して委託加工しているMOAオリジナルアイテム。品
質レベルの高い農家の農産物や、それを原材料とした加工品は、毎年それを楽しみに待っているファン
が多いのだそうです。

■ 自然循環型の農業を広げる
MOAグループは“自然農法の老舗”として知られています。「自然農法」とインターネットや書籍で少し調
べてみると、「農薬や化学肥料はもちろんのこと、有機肥料さえも使用しない」というような記載を多く目
にすることでしょう。新規就農者の中には、「農薬も肥料も一切使わないのが究極にナチュラルな農法で
ある」と憧れる方 も々少なくありません。けれどもＭＯＡは、自然農法の団体の中では肥料に関して比較
的柔軟なスタンスを持っており、「無肥料栽培は相当難しく、生産者の経験や技術が問われる。いきなり
無肥料にこだわり過ぎて失敗し、農業を諦めることになってしまうのは残念なこと」「無肥料にチャレンジ
する前に、まず、“植物性の肥料だけは使ってみる”という方法もある」とアドバイスすることもあります。（動
物性の資材を使っていない農産物はお店でも人気が高いとのこと。）　「自然農法も有機農法も、目指
すところは同じ『自然循環型の農業』。その裾野を広げていくことが大切」というのがMOAグループのス
タンス。近年は、自然農法の生産者が、“消費者の方 に々分かりやすい客観的な指標になるから”と、有機
ＪＡＳ認証を取得するケースも徐 に々増えてきているそうです。

今回の取材にあたって実店舗とショッピングサイトを拝見しましたが、そのどちらにも、「国産有機農産物
サポーターズ」ロゴマークが掲示されていました。以前、「オーガニックな日々サポートショップ」というノ
ボリ旗を自社で立てていただけの時にはない来客があったことから、パネルやPOPの重要性を感じ、注
力していきたいと考えているそうです。さらに、「国産有機農産物サポーターズ」のメンバー同士、横の繋
がりを増やしていき、共通のキャンペーンを行なえるようになれば…という期待も語っていただきました。

「こころ・からだ・大地を育む食をお届けします」をコンセプトとした食のセレクトショップ。江坂駅（大阪府吹田市）から徒歩約５分、多くのお店やオ
フィスで賑わう大通りから１本入った静かな路地に面しています。
※グリーンマーケットは全国に約１００店舗。MOA自然農法によって生産された農産物やその加工食品を中心に、オーガニック＆ナチュラルな食
材が揃っています。

関西販売責任者　志水貴史さん
関西販売 マネージャー兼店長　北川貴規さん
取締役 情報企画部 部長　野中誠二さん

大阪府吹田市

グリーンマーケットMOAえさか店
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■ MOA自然農法とは
「自然を尊重し、自然に順応する」という考えに基づいて“土の力”を発揮させることで、農薬や化学肥料
などに頼らなくても作物が健全に育つように取り組む農法。創始者は岡田茂吉氏で、およそ８５年もの歴
史を誇ります。生産者は「ＭＯＡ自然農法ガイドライン」という基準にのっとって農業を営んでおり、このガ
イドラインは、「栽培の基本」や「実践のあり方」をはじめ、「農や食に取り組むための心のあり方」にまで
言及したもの。MOA独自の基準ではありますが、有機JASの基準とも非常に親和性の高いもので、国産
有機サポーターズとして参加しています。グリーンマーケットえさか店の店内には、その基準の内容を説
明したポスターが掲げられています。

■ プライベートブランドの加工食品
お店では、MOAのプライベートブランド（オリジナル）の加工食品も製造・販売しています。どのアイテムも
可能な限りMOA自然農法原料やMOA指定調味料を使用しており、「野菜やお米を食べてＭＯＡのファ
ンになった」という方々から強く支持されているようです。「合成食品添加物はできる限り使用しない」
「加工食品の原材料も、畜産の飼料も、可能な限り非遺伝子組み換え作物を選択する」「製造メーカー
や製造工程を明確にする」「品質の安全性を常に確認し、人と環境にやさしい商品づくりを継続してい
く」等々に配慮しつつ商品開発していくことは決して簡単ではありませんが、お客様に喜ばれる商品づく
りに努めているとのこと。MOAとの縁でオーガニック専門食品メーカーも生まれており、生活必需品ともい
える様 な々加工食品が誕生しました。

■ オーガニックに親しむための“きっかけ”づくり
グリーンマーケットMOAえさか店は、環境に負荷を与えない農業と、その農産物が世の中に広がってい
くように、様 な々イベントや仕掛けを実施しています。

①「健康野菜市」…月に１回、ボランティアによって開催されます。価格を標準化すべくおよそ5km圏内の
地元オーガニック農家の農産物を販売しており、生産者と、近隣の住民や勤務者とのコミュニケーション
の場となっています。商品だけでなく、“美味しさへのこだわり”や“より美味しい食べ方”などの情報が行き
交う場でもあり、ここで育まれた“生産者への信頼”が、店内での購買にも繋がっていきます。

②「会員制度」…通常の小売店同様に「メール会員」「ポイントカード会員」などの制度によって、オーガ
ニックなお買い物の後押しをし、より多くの人々がオーガニック＆ナチュラルな食生活の魅力に触れるこ
とが出来るよう仕組み作りをしています。

③「料理教室」「ワークショップ」…「ワークショップ手作りみそ教室」や「料理教室」等を食育の一環とし
て開催。じっくりと時間をかけて体験・継続していただくことで、オーガニックな食生活に親しむきっかけ
を提供しています。

■ スタッフにも学びの機会を
さらに、「MOAグループ内の自然農法認定団体を招いての勉強会を開催」、「MOAグループ独自の食育
資格制度も策定し、スタッフに資格取得を推奨」、「取引のある農家や食品メーカーには毎年足を運ん
で交流を深め、生産現場の実情を知る」など、スタッフが学びを深めることのできる環境づくりにも力を入
れています。現在、一番の課題は「商品の販売手法」。購買層の多くは、スーパーマーケットや生協への依
存度が高く、“オーガニック＆ナチュラルの商品はまだまだ嗜好品レベル”、“有機JAS認証マークが付い
ていてもマークの認知度が低い”というのが現状です。そこで、グリーンマーケットMOAえさか店では、商
品の試食試飲を実施し、その際に商品背地名を必ずひとこと加えることで、商品の訴求ポイントが分かり
やすい販売手法を考えているとのこと。

■ 生産者に“ファン”がついている
MOAグループは全国の米農家と交流がありますが、関西地方で特に人気が高いのは、滋賀県の琵琶湖
付近で自然農法にて栽培されているコシヒカリと、高知県の早期米（8月に出来上がる）。また、野菜の
場合、およそ5ｋｍ圏内にある近隣農家から仕入れたものが、「旬の新鮮な野菜が届く」「物流コストが低
いため販売価格も比較的安価」「そしてなにより“美味しい”」ということで支持されています。加工食品で
人気が高い醤油は、西兵庫の醤油蔵に原料を提供して委託加工しているMOAオリジナルアイテム。品
質レベルの高い農家の農産物や、それを原材料とした加工品は、毎年それを楽しみに待っているファン
が多いのだそうです。

■ 自然循環型の農業を広げる
MOAグループは“自然農法の老舗”として知られています。「自然農法」とインターネットや書籍で少し調
べてみると、「農薬や化学肥料はもちろんのこと、有機肥料さえも使用しない」というような記載を多く目
にすることでしょう。新規就農者の中には、「農薬も肥料も一切使わないのが究極にナチュラルな農法で
ある」と憧れる方 も々少なくありません。けれどもＭＯＡは、自然農法の団体の中では肥料に関して比較
的柔軟なスタンスを持っており、「無肥料栽培は相当難しく、生産者の経験や技術が問われる。いきなり
無肥料にこだわり過ぎて失敗し、農業を諦めることになってしまうのは残念なこと」「無肥料にチャレンジ
する前に、まず、“植物性の肥料だけは使ってみる”という方法もある」とアドバイスすることもあります。（動
物性の資材を使っていない農産物はお店でも人気が高いとのこと。）　「自然農法も有機農法も、目指
すところは同じ『自然循環型の農業』。その裾野を広げていくことが大切」というのがMOAグループのス
タンス。近年は、自然農法の生産者が、“消費者の方 に々分かりやすい客観的な指標になるから”と、有機
ＪＡＳ認証を取得するケースも徐 に々増えてきているそうです。

今回の取材にあたって実店舗とショッピングサイトを拝見しましたが、そのどちらにも、「国産有機農産物
サポーターズ」ロゴマークが掲示されていました。以前、「オーガニックな日々サポートショップ」というノ
ボリ旗を自社で立てていただけの時にはない来客があったことから、パネルやPOPの重要性を感じ、注
力していきたいと考えているそうです。さらに、「国産有機農産物サポーターズ」のメンバー同士、横の繋
がりを増やしていき、共通のキャンペーンを行なえるようになれば…という期待も語っていただきました。

グリーンマーケット MOA えさか店
大阪府吹田市江の木町 16-9　愛和会ビル 1F　TEL：06-6388-1700　営業時間：9:30 ～ 17:00　定休日：日曜日
■ Facebook：https://www.facebook.com/greenmarket.esaka
■ Web サイト：https://greenmarket-esaka.business.site/
株式会社エム・オー・エー商事　
静岡県熱海市田原本町9-1 熱海第一ビル７F（本社）TEL：0557-84-2611　大阪府大阪市都島区中野町1-3-13（大阪オフィス）
■ オンラインショップ：https://www.greenmarket.jp/
■ 店舗一覧：https://www.greenmarket.jp/html/page84.html
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“女性・子ども・オーガニックの視点で文化を考える”。
そのためには“汚染されていないクリーンなスペース”がなければいけない。
落合（恵子）の考えをこれまでも、これからも、形にしていきます。

■ 多様性を大切に、弱者を置き去りにしない社会を
「オーガニックで安心な食」、「環境に負荷をかけすぎない暮らし」、「子どもたちの未来をよりよくする社
会への働きかけ」、「人間の尊厳を守り、多様性を尊重すること」。クレヨンハウスが提案する“もの”や“こ
と”は様々ですが、それらはすべて、根っこで繋がっています。根底にあるのは“人権の尊重”。子ども・女
性・高齢者・障がいのある
人…。こうした“弱い立場におかれがちな人 ”々に配慮し、強者視点の社会から弱者視点の社会へと変
わっていくことで、すべての人が生きやすい社会になると考えているのだそうです。

そのために毎日の生活を大切にし、適切な商品を選択していくことで、“文化”を拓いていく。その志は、
開店時も今も変わっていません。健やかな暮らしを送るための情報発信、安全な食材の提供をはじめ、
脱プラスチック・STOP温暖化・脱原発など、様 な々問題に取り組んできました。家族の健康を守ること
も、持続可能な社会を実現することも、“せっけん一つ”、“天然素材の洋服１着”など、日常で使う１つ１つ
を見直すことから始まるのだ…という、極めて具体的なライフスタイル提案をおこなっています。

■ オーガニックレストラン認証
地下１階にあるオーガニックレストラン『広場』は、2019年3月に「オーガニックレストランJAS取得店第1
号」となりました。「開店直後、レストランで、お客様から『食材がオーガニックではない』という指摘を受
けたのです」と、取締役副社長の岩間建亜さんは振り返ります。そこからオーガニック食材に本格的に取
り組み始めましたが、当時はオーガニック食材の生産者が少なく、仕入れが実現するまで12年ほどか
かったといいます。

■ 農家のための“出口”を作る
生産地を訪ね歩く中で、「オーガニックに取り組みたいと考えている生産者がいても、生産した有機農産
物が確実に売れて生産者の生活が立ちゆくようでないと、実際にオーガニックにチャレンジすることは難
しい。オーガニック農家が増えていくためには、自分たちがたくさん売って、農家のための“出口”を作らな
ければならない」と岩間さん達は考えるようになりました。そして、レストランだけでなく八百屋を併設した
り、お客様が野菜をたくさん食べてくれるようメニューをビュッフェ形式に変更したりと、オーガニック農産
物の消費量が増えていくための仕掛けを実現していきました。

そして、2018年には株式会社オーガニックフーズ普及協会を設立。農産物をはじめ、調味料・お菓子・ベ
ビーフードなどの加工食品まで、オーガニック食材全般を取り揃えた卸売り会社です。あちこち仕入れ先
を探さなくても、一か所で様 な々食材が調達できるようにすることで、業務用でもオーガニック食材が手
軽に手に入るようにと考えてのことでした。

■ 汚染フリーなスペースを
「クレヨンハウス創業当時は、公害問題が社会的にクローズアップされ、『複合汚染』（有吉佐和子：著
／１９７４年発行）が注目を浴びていた時代でした。子どもと女性との視点で文化を考える場所を作るな
らば、そこは、汚染フリーなスペースにしなければならない。それが、昔も今も、クレヨンハウスの根底にあ
ります」と岩間さんは言います。当時はまだ国内にオーガニックの認証基準がなかったため、落合さんが
海外のオーガニック事情を視察してまわりました。そして、海外のオーガニック基準と同等の安全性を目指
し、クレヨンハウス独自の安全基準を一つひとつ定めていったそうです。

「当時は、東京のド真ん中に汚染フリーなスペースを作ることに大きな意味がありました。多くのケミカル
なものに囲まれている都市生活者にこそ、食の安全性や環境汚染に関する問題意識をもち、暮らしを見
直してほしかったのです。ただアフターコロナでは、その役割もそろそろ一段落し、我々は次のステージを
目指す時期にさしかかっているのかもしれません」と岩間さん。“自然回帰”・“ローカルな暮らし”に軸足を
置き、都市から離れた場所に拠点を設けることも視野に入れ、次の展開を考えているところだそうです。ク
レヨンハウスが長年支持されているのは、時代の風を敏感に察知し、その都度、具体的な生活提案とと
もに、生活者に必要な情報とモノを届けているからなのでしょう。「クレヨンハウスは常に、“完成を求めて
いる途中”なのです」という岩間さんの言葉が心に残りました。

絵本やおもちゃ・女性向けの本・オーガニック食材・化粧品・雑貨・ファッション等を取り扱うオーガニック・ショップ。作家でクレヨンハウス主宰者の
落合恵子さんが、１９７６（昭和５１）年、「子ども・女性・オーガニックの視点から文化を考える」をテーマに、絵本ショップ兼レストランとして東京・表
参道に開店しました（現在は大阪・吹田市にもショップがあります）。

当時はアレルギーや公害が社会問題となっており、国内での有機農業運動が本格的にスタートした時代でした。そんな中で開店したクレヨンハウ
スは、健康や環境問題に対して意識の高い都市生活者の圧倒的支持を受け、オーガニックライフを牽引する存在となりました。また、各種イベント
やセミナーの開催、月刊誌や書籍の出版も手がけています。CSR（企業の社会的責任） やSDGs（持続可能な開発目標）という言葉がなかった４６
年前からずっと、それらの概念を具現化し、時代より一歩先を行く提案を発信し続けてきたのです。

取締役副社長　岩間建亜さん

東京都港区

株式会社クレヨンハウス
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■ 多様性を大切に、弱者を置き去りにしない社会を
「オーガニックで安心な食」、「環境に負荷をかけすぎない暮らし」、「子どもたちの未来をよりよくする社
会への働きかけ」、「人間の尊厳を守り、多様性を尊重すること」。クレヨンハウスが提案する“もの”や“こ
と”は様々ですが、それらはすべて、根っこで繋がっています。根底にあるのは“人権の尊重”。子ども・女
性・高齢者・障がいのある
人…。こうした“弱い立場におかれがちな人 ”々に配慮し、強者視点の社会から弱者視点の社会へと変
わっていくことで、すべての人が生きやすい社会になると考えているのだそうです。

そのために毎日の生活を大切にし、適切な商品を選択していくことで、“文化”を拓いていく。その志は、
開店時も今も変わっていません。健やかな暮らしを送るための情報発信、安全な食材の提供をはじめ、
脱プラスチック・STOP温暖化・脱原発など、様 な々問題に取り組んできました。家族の健康を守ること
も、持続可能な社会を実現することも、“せっけん一つ”、“天然素材の洋服１着”など、日常で使う１つ１つ
を見直すことから始まるのだ…という、極めて具体的なライフスタイル提案をおこなっています。

■ オーガニックレストラン認証
地下１階にあるオーガニックレストラン『広場』は、2019年3月に「オーガニックレストランJAS取得店第1
号」となりました。「開店直後、レストランで、お客様から『食材がオーガニックではない』という指摘を受
けたのです」と、取締役副社長の岩間建亜さんは振り返ります。そこからオーガニック食材に本格的に取
り組み始めましたが、当時はオーガニック食材の生産者が少なく、仕入れが実現するまで12年ほどか
かったといいます。

■ 農家のための“出口”を作る
生産地を訪ね歩く中で、「オーガニックに取り組みたいと考えている生産者がいても、生産した有機農産
物が確実に売れて生産者の生活が立ちゆくようでないと、実際にオーガニックにチャレンジすることは難
しい。オーガニック農家が増えていくためには、自分たちがたくさん売って、農家のための“出口”を作らな
ければならない」と岩間さん達は考えるようになりました。そして、レストランだけでなく八百屋を併設した
り、お客様が野菜をたくさん食べてくれるようメニューをビュッフェ形式に変更したりと、オーガニック農産
物の消費量が増えていくための仕掛けを実現していきました。

そして、2018年には株式会社オーガニックフーズ普及協会を設立。農産物をはじめ、調味料・お菓子・ベ
ビーフードなどの加工食品まで、オーガニック食材全般を取り揃えた卸売り会社です。あちこち仕入れ先
を探さなくても、一か所で様 な々食材が調達できるようにすることで、業務用でもオーガニック食材が手
軽に手に入るようにと考えてのことでした。

■ 汚染フリーなスペースを
「クレヨンハウス創業当時は、公害問題が社会的にクローズアップされ、『複合汚染』（有吉佐和子：著
／１９７４年発行）が注目を浴びていた時代でした。子どもと女性との視点で文化を考える場所を作るな
らば、そこは、汚染フリーなスペースにしなければならない。それが、昔も今も、クレヨンハウスの根底にあ
ります」と岩間さんは言います。当時はまだ国内にオーガニックの認証基準がなかったため、落合さんが
海外のオーガニック事情を視察してまわりました。そして、海外のオーガニック基準と同等の安全性を目指
し、クレヨンハウス独自の安全基準を一つひとつ定めていったそうです。

「当時は、東京のド真ん中に汚染フリーなスペースを作ることに大きな意味がありました。多くのケミカル
なものに囲まれている都市生活者にこそ、食の安全性や環境汚染に関する問題意識をもち、暮らしを見
直してほしかったのです。ただアフターコロナでは、その役割もそろそろ一段落し、我々は次のステージを
目指す時期にさしかかっているのかもしれません」と岩間さん。“自然回帰”・“ローカルな暮らし”に軸足を
置き、都市から離れた場所に拠点を設けることも視野に入れ、次の展開を考えているところだそうです。ク
レヨンハウスが長年支持されているのは、時代の風を敏感に察知し、その都度、具体的な生活提案とと
もに、生活者に必要な情報とモノを届けているからなのでしょう。「クレヨンハウスは常に、“完成を求めて
いる途中”なのです」という岩間さんの言葉が心に残りました。

株式会社クレヨンハウス
東京都港区北青山 3-8-15（本社・東京店）　TEL：03-3406-6371（総務部）
※ご注文・商品のお問合せは 03-3406-6308（アナウンスが流れたら「１」をプッシュ）
大阪府吹田市垂水町 3-34-24（大阪店）　TEL：06-6330-8071 
■ Web サイト：https://www.crayonhouse.co.jp/shop/default.aspx
株式会社オーガニックフーズ普及協会
■ Web サイト：https://www.offkyokai.co.jp/
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既存のものを否定しないように配慮しながら、
オーガニックの魅力をアピールしていくこと。
そして、加工する者たちが、原料生産の現場を知ること。
そのことを大切にしています。

■ “伝説のレストラン”出身のシェフパティシエ
シェフパティシエを務める岩村周平さんは、1982年静岡県生まれ。老舗『銀座近江屋洋菓子店』を経
て、ホテル『コンラッド東京』でバンケット（宴会部門）のパティシエを担当。その後フランスに渡り、『ラペ
ルーズ（Lapérouse）』でシェフ・ド・パルティ（部門責任者）に抜擢されました。セーヌ川左岸に位置する
『ラペルーズ』はパリ最古のレストランと言われ、フランスのセレブリティが集う伝説のレストラン。世界中
のグルメが一度は行ってみたいと願う超有名店です。帰国後は『レコールバンタン』（製菓やカフェメ
ニューを学ぶ学校）の講師、『KURKKU FIELDS』（※）の平飼い卵を使った商品開発責任者等を経て、
2019年9月の店舗立ち上げ時から『TAMAGO COCCO』のシェフパティシエとして参画しています。

※『KURKKU FIELDS（クルックフィールズ）』…総合プロデューサーはミュージシャンの小林武史氏。2010
年、千葉県木更津市に「耕す木更津農場」としてオープン。約9万坪(30ha)の広大な農場で、「次の世
代にも使い続けられる農地」を目指して有機野菜の栽培と平飼い養鶏を手がけてきました。2019年
からは、「農業」「食」「アート」の３つのコンテンツを軸に、食と消費の在り方を提案する「サステナブ
ルファーム＆パーク KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)」として活動。

■ 原料選びにこだわりまくる洋菓子店
TAMAGO COCCOのコンセプトは、“良質な卵と国産原料の魅力を、スイーツを通してお客様に伝えること”。
一般の洋菓子店とどのような違いがあるのか、岩村さんにうかがいました。「大小さまざまな洋菓子店やレス
トランでスイーツづくりに携わってきた私から見ても、ここまで国産原料にこだわり、素材を厳選するお店は
そうそう無いと言い切れます。洋菓子の主原料は、卵・小麦粉・乳製品・砂糖の４つですが、原産地までを精
査することはほとんどなく、安価な輸入ものを使っているお店が多いと思います。けれどもTAMAGO 
COCCOでは、新しい材料を使うにあたって必ず規格書を取り寄せることから始めます。それらがどこで作
られたもので、何が入っているのかを確認することが、私たちのお菓子づくりの第一歩なんですね。当たり前
のように卵はすべてブランド卵を使っていますが、それも他のお店ではあまりないことです。」

■トレンドに流されず、日常的に食べられる優しい味わいに
TAMAGO COCCOのお菓子は、厳選した素材の良さが際立つようシンプル＆ベーシックに仕上げるの
が基本。例えばケーキ類の土台になるスポンジを見てみると、最近のトレンドは口当たりが軽いものなの
ですが、あえて、“昔の洋菓子店で作られていた、カステラのようにどっしりとしたスポンジ”に焼き上げま
す。こうすることにより、シロップなどに頼ることなく、“たまご感”をしっかりと味わってもらえるのだそう。「華
やかなスイーツや強い味に慣れている方々は、最初、濃厚さや甘味が足りないと感じることがあるかもし
れません。けれども、インパクトのある見た目や味ではなく、“日常的に食べられる優しい味わい”を大切に
したいと考えています。色 な々スイーツを作ってきた経験の中で培った自論なのですが、スイーツの加工
度が下がれば下がるほど、素材の生命力が輝いてくる気がするんです」（岩村さん）　…とはいえ、そう
そうたる経歴を誇るパティシエですから、決して素材一辺倒ではなく、高い技術に裏打ちされた“細かい
配慮や工夫”と“手間ひま”が施されています。

■ オーガニックのこと、そして価格のこと
TAMAGO COCCOでは、国産オーガニックサポーターズのメンバーである「黒富士農場」のアイスやバ
ウムクーヘンを販売しており、今後はオーガニック卵を原材料に使用することも検討しています。岩村さん
は、「この地域にお住まいの皆さんは、オーガニック感度の高い方々が予想以上に多いと感じている」と
のこと。「オーガニックな素材を扱っていく上で配慮すべきことは何でしょう？」と尋ねると、以下のような答
えが返ってきました。

①オーガニック素材を使うと、出来上がったスイーツの値段が上がってしまうと懸念するパティシエが多
い。実際、大手メーカーの製品に比べれば高くなってしまうのだが、高級専門店と比較してみると、手が
届きやすい価格設定も可能になる。

②既存の素材を否定することなく、オーガニックの魅力をお客様にアピールしていくことが大事。そのため
には、誰が、どんな思いで、どんなふうにその素材を作っているのか、なぜそうしているのか、加工する者
たちが実際に原料生産の現場を知って学ぶことが必要。

「新宿は東京の中心地であり、多様な生活スタイルをもった人々が集う場所です。にも関わらず、お店の
近隣にお住まいの方々には、“お持たせ”の文化がちゃんと残っているのが本当に素晴らしいことだと感
じています。溢れかえるほど多くのお菓子が簡単に手に入るこの場所で、本当に美味しくて、しかも安心し
て食べられる、“この街のお持たせの定番”を作っていけたら…と思っています」（岩村さん）

東京都新宿区・市ヶ谷薬王寺町にある洋菓子店。２０１９年に、この地にリニューアルオープンしました。大都会・新宿でありながらも居住者が多い
エリアで、素材にこだわったシンプルで素朴なお菓子を提供して３年目。徐 に々近隣の方 に々知られるようになってきたといいます。母体はJA全農た
まご株式会社。卵をつくる人、売る人、食べる人を支える、鶏卵業界のリーディングカンパニーです。

シェフパティシエ　岩村周平さん

東京都新宿区

TAMAGO COCCO（JA 全農たまご株式会社）
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【TAMAGO COCCO（たまご こっこ）とは】

Organ i c  な「もの」「こと」「ひと」



■ “伝説のレストラン”出身のシェフパティシエ
シェフパティシエを務める岩村周平さんは、1982年静岡県生まれ。老舗『銀座近江屋洋菓子店』を経
て、ホテル『コンラッド東京』でバンケット（宴会部門）のパティシエを担当。その後フランスに渡り、『ラペ
ルーズ（Lapérouse）』でシェフ・ド・パルティ（部門責任者）に抜擢されました。セーヌ川左岸に位置する
『ラペルーズ』はパリ最古のレストランと言われ、フランスのセレブリティが集う伝説のレストラン。世界中
のグルメが一度は行ってみたいと願う超有名店です。帰国後は『レコールバンタン』（製菓やカフェメ
ニューを学ぶ学校）の講師、『KURKKU FIELDS』（※）の平飼い卵を使った商品開発責任者等を経て、
2019年9月の店舗立ち上げ時から『TAMAGO COCCO』のシェフパティシエとして参画しています。

※『KURKKU FIELDS（クルックフィールズ）』…総合プロデューサーはミュージシャンの小林武史氏。2010
年、千葉県木更津市に「耕す木更津農場」としてオープン。約9万坪(30ha)の広大な農場で、「次の世
代にも使い続けられる農地」を目指して有機野菜の栽培と平飼い養鶏を手がけてきました。2019年
からは、「農業」「食」「アート」の３つのコンテンツを軸に、食と消費の在り方を提案する「サステナブ
ルファーム＆パーク KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)」として活動。

■ 原料選びにこだわりまくる洋菓子店
TAMAGO COCCOのコンセプトは、“良質な卵と国産原料の魅力を、スイーツを通してお客様に伝えること”。
一般の洋菓子店とどのような違いがあるのか、岩村さんにうかがいました。「大小さまざまな洋菓子店やレス
トランでスイーツづくりに携わってきた私から見ても、ここまで国産原料にこだわり、素材を厳選するお店は
そうそう無いと言い切れます。洋菓子の主原料は、卵・小麦粉・乳製品・砂糖の４つですが、原産地までを精
査することはほとんどなく、安価な輸入ものを使っているお店が多いと思います。けれどもTAMAGO 
COCCOでは、新しい材料を使うにあたって必ず規格書を取り寄せることから始めます。それらがどこで作
られたもので、何が入っているのかを確認することが、私たちのお菓子づくりの第一歩なんですね。当たり前
のように卵はすべてブランド卵を使っていますが、それも他のお店ではあまりないことです。」

■トレンドに流されず、日常的に食べられる優しい味わいに
TAMAGO COCCOのお菓子は、厳選した素材の良さが際立つようシンプル＆ベーシックに仕上げるの
が基本。例えばケーキ類の土台になるスポンジを見てみると、最近のトレンドは口当たりが軽いものなの
ですが、あえて、“昔の洋菓子店で作られていた、カステラのようにどっしりとしたスポンジ”に焼き上げま
す。こうすることにより、シロップなどに頼ることなく、“たまご感”をしっかりと味わってもらえるのだそう。「華
やかなスイーツや強い味に慣れている方々は、最初、濃厚さや甘味が足りないと感じることがあるかもし
れません。けれども、インパクトのある見た目や味ではなく、“日常的に食べられる優しい味わい”を大切に
したいと考えています。色 な々スイーツを作ってきた経験の中で培った自論なのですが、スイーツの加工
度が下がれば下がるほど、素材の生命力が輝いてくる気がするんです」（岩村さん）　…とはいえ、そう
そうたる経歴を誇るパティシエですから、決して素材一辺倒ではなく、高い技術に裏打ちされた“細かい
配慮や工夫”と“手間ひま”が施されています。

■ オーガニックのこと、そして価格のこと
TAMAGO COCCOでは、国産オーガニックサポーターズのメンバーである「黒富士農場」のアイスやバ
ウムクーヘンを販売しており、今後はオーガニック卵を原材料に使用することも検討しています。岩村さん
は、「この地域にお住まいの皆さんは、オーガニック感度の高い方々が予想以上に多いと感じている」と
のこと。「オーガニックな素材を扱っていく上で配慮すべきことは何でしょう？」と尋ねると、以下のような答
えが返ってきました。

①オーガニック素材を使うと、出来上がったスイーツの値段が上がってしまうと懸念するパティシエが多
い。実際、大手メーカーの製品に比べれば高くなってしまうのだが、高級専門店と比較してみると、手が
届きやすい価格設定も可能になる。

②既存の素材を否定することなく、オーガニックの魅力をお客様にアピールしていくことが大事。そのため
には、誰が、どんな思いで、どんなふうにその素材を作っているのか、なぜそうしているのか、加工する者
たちが実際に原料生産の現場を知って学ぶことが必要。

「新宿は東京の中心地であり、多様な生活スタイルをもった人々が集う場所です。にも関わらず、お店の
近隣にお住まいの方々には、“お持たせ”の文化がちゃんと残っているのが本当に素晴らしいことだと感
じています。溢れかえるほど多くのお菓子が簡単に手に入るこの場所で、本当に美味しくて、しかも安心し
て食べられる、“この街のお持たせの定番”を作っていけたら…と思っています」（岩村さん）

TAMAGO COCCO（たまご こっこ）
東京都新宿区市谷薬王寺町 52-5 宮尾ビル 1F　TEL：050-5594-2881　営業時間：10:00～19:00　定休日：水曜日
■ Web サイト：https://www.jz-tamago.co.jp/tamagococco/
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食の安心・安全を考える時、
切り離すことは出来ないのが農業。
誰もが有機農産物を食べ、作る続けることのできる、
自然と共生した循環型社会を目指しています。

■ 国産オーガニックへの取り組み
「食の安心・安全を考える時、切り離すことができないのが農である」という考えから、“国産派宣言”を掲
げ、日本の農業をめぐる様 な々課題に挑戦しているコープ自然派。「日本の農業を活気づけ、有機農業者
を増やす」・「日本の有機農業者とともに日本のオーガニックを拡げる」「国産オーガニック食品をもっと
手軽に利用できるようにする」というテーマのもと、“誰もが有機農産物を食べ、作る続けることのできる、
自然と共生した循環型社会”を目指しています。現在取り扱っている農産物のうち、有機JAS認証を取得
したものは約35％。非JAS（有機認証は取得していないが有機JASと同等の栽培方法で生産された農
産物）も含めると、６３％に達するとのこと。

■ 高品質・多収穫を実現する有機農業者を育てる
有機農業を拡げていくには、“有機栽培であれば良い”というだけでなく、「美味しくて高品質な青果を生
産する」「できるだけ手ごろな価格で提供する」ことが実現できなければなりません。そのためには、若い
生産者がきちんと収入を確保し、安定的に青果を出荷してもらって消費を伸ばす必要があります。そのた
めに、「有機の学校」を設立。有機農業を志す人たちが、座学から栽培実習、土壌分析などの生産技術
や販売知識までを学んでおり、卒業生は日本各地で活躍しています。研修生はここで「生態系調和型農
業(BLOF/ブロフ)理論」を学び、微生物の力を利用した栄養たっぷりの土で植物を健康に育てることで
「高品質・多収穫」を実現できる生産者へと育っていきます。

■ 流通の仕組みづくり
農産物の調達は、コープ自然派の農産部門が分社化して2016年に誕生した(株)コープ有機が担いま
す。コープ有機は、産地と連携した作付計画・余剰野菜の販路づくり・物流改善などを行うことで生産者
との関係を強化。「有機農産物は安定供給が難しい」とよく言われますが、各地の生産地をネットワーク
することにより安定供給できるシステムを目指しています。また、畑でできた農産物を余すことなく買い取
ることで、生産者が安心して作り続けていくことはもちろん、販売価格を抑える努力も続けています。

■ “豊作貧乏”から生産者を守る「おすそわけ」制度
一般市場では、豊作になりすぎて農産物の価格が安くなりすぎ、逆に生産者が困ってしまう…ということ
が起きる場合があります。このような“豊作貧乏”から生産者を守るため、余ってしまった生産物も買い取る
ことで、生産者が安心して農業に専念できる環境づくりをサポートしています。買い取った農産物は、“畑
の実りをおすそわけ”というメッセージとともに組合員さんにサンプルとして無料で配布し、より多くの方々
に有機農産物の美味しさを体感していただく機会としています。

■ 豊富な学習会やイベント
組合員向けの学習会やイベントは、連合会が主催することも、各会員生協ごとに開催することもあり、多
彩なメニューが用意されています。商品に関する学習会や生産地訪問の他、直近では、「オーガニック学
校給食」・「アニマルウェルフェア」・「農業と福祉の連携」・「遺伝子組み換えとゲノム編集食品」・「水産
資源の現状やプラスチック問題」・「コロナ時代の免疫力アップ」…等々、社会の動きに密接した様 な々
テーマを学ぶ機会が提供されました。

スタッフに対しては、新人研修の他、商品案内の特集記事の読み合わせ会を行なって有機農業への理
解を深めたり、専門講師を招いての学習会（有機農業技術理論・海外オーガニック事情　他）を開催し
たりしています。

■ 今後の展望
れまでにも様 な々取り組みを精力的に進めてきたコープ自然派ですが、今後、さらにチャレンジしてみた
いことをうかがってみると、次のような答えが返ってきました。

●「国産有機原料（米・小麦・、大豆）の確保と、その原料を活用した有機加工品の開発
●プライベートブランド（自然派Styleオーガニック）の商品を増やす
●有機農業者の育成、有機の学校の全国展開（友好生協・団体等との連携により）
●農福連携による有機農産物、有機畜産物の生産
●有機農業運動の再興（消費者、特に若い世代を巻き込む）
●学校給食への有機食材導入

さらに、代表理事・専務理事の岸健二さんは、「オーガニックの裾野をさらに広げていくために、現在の
有機JAS制度（第三者認証）に加え、二者認証をはじめとする民間認証がやりやすい社会になっていく
といいですね」「家族経営など資金力の弱い小規模農業が、オーガニックに取り組みやすい環境づくり
も必要だと思います」と話してくださいました。様 な々生協がある中で、国産オーガニックの推進に特に熱
い思いを抱き、具体的な仕組みづくりを続 と々手がけている生協だという印象を強く受けました。

生活協同組合連合会コープ自然派事業連合は、関西・四国の7つの会員生協により運営されている生協グループ。「誰もが有機農産物を食べるこ
とができる社会」を目指し、国産オーガニックを拡げるべく、様 な々取り組みを共同で行なっています。組合員さんには、「農薬や化学肥料に頼らな
い安心な野菜がほしい」「美味しくてて栄養価の高い野菜を子どもに食べさせたい」「出来るだけ手ごろな価格で利用したい」という思いが強い
方々が多くいらっしゃいます。

代表理事・専務理事　岸健二さん
商品部　統括マネージャー　前田陽一さん

兵庫県神戸市

生活協同組合コープ自然派事業連合
8

国産有機
サポーターズ
活動事例集

【コープ自然派とは】

Organ i c  な「もの」「こと」「ひと」



■ 国産オーガニックへの取り組み
「食の安心・安全を考える時、切り離すことができないのが農である」という考えから、“国産派宣言”を掲
げ、日本の農業をめぐる様 な々課題に挑戦しているコープ自然派。「日本の農業を活気づけ、有機農業者
を増やす」・「日本の有機農業者とともに日本のオーガニックを拡げる」「国産オーガニック食品をもっと
手軽に利用できるようにする」というテーマのもと、“誰もが有機農産物を食べ、作る続けることのできる、
自然と共生した循環型社会”を目指しています。現在取り扱っている農産物のうち、有機JAS認証を取得
したものは約35％。非JAS（有機認証は取得していないが有機JASと同等の栽培方法で生産された農
産物）も含めると、６３％に達するとのこと。

■ 高品質・多収穫を実現する有機農業者を育てる
有機農業を拡げていくには、“有機栽培であれば良い”というだけでなく、「美味しくて高品質な青果を生
産する」「できるだけ手ごろな価格で提供する」ことが実現できなければなりません。そのためには、若い
生産者がきちんと収入を確保し、安定的に青果を出荷してもらって消費を伸ばす必要があります。そのた
めに、「有機の学校」を設立。有機農業を志す人たちが、座学から栽培実習、土壌分析などの生産技術
や販売知識までを学んでおり、卒業生は日本各地で活躍しています。研修生はここで「生態系調和型農
業(BLOF/ブロフ)理論」を学び、微生物の力を利用した栄養たっぷりの土で植物を健康に育てることで
「高品質・多収穫」を実現できる生産者へと育っていきます。

■ 流通の仕組みづくり
農産物の調達は、コープ自然派の農産部門が分社化して2016年に誕生した(株)コープ有機が担いま
す。コープ有機は、産地と連携した作付計画・余剰野菜の販路づくり・物流改善などを行うことで生産者
との関係を強化。「有機農産物は安定供給が難しい」とよく言われますが、各地の生産地をネットワーク
することにより安定供給できるシステムを目指しています。また、畑でできた農産物を余すことなく買い取
ることで、生産者が安心して作り続けていくことはもちろん、販売価格を抑える努力も続けています。

■ “豊作貧乏”から生産者を守る「おすそわけ」制度
一般市場では、豊作になりすぎて農産物の価格が安くなりすぎ、逆に生産者が困ってしまう…ということ
が起きる場合があります。このような“豊作貧乏”から生産者を守るため、余ってしまった生産物も買い取る
ことで、生産者が安心して農業に専念できる環境づくりをサポートしています。買い取った農産物は、“畑
の実りをおすそわけ”というメッセージとともに組合員さんにサンプルとして無料で配布し、より多くの方々
に有機農産物の美味しさを体感していただく機会としています。

■ 豊富な学習会やイベント
組合員向けの学習会やイベントは、連合会が主催することも、各会員生協ごとに開催することもあり、多
彩なメニューが用意されています。商品に関する学習会や生産地訪問の他、直近では、「オーガニック学
校給食」・「アニマルウェルフェア」・「農業と福祉の連携」・「遺伝子組み換えとゲノム編集食品」・「水産
資源の現状やプラスチック問題」・「コロナ時代の免疫力アップ」…等々、社会の動きに密接した様 な々
テーマを学ぶ機会が提供されました。

スタッフに対しては、新人研修の他、商品案内の特集記事の読み合わせ会を行なって有機農業への理
解を深めたり、専門講師を招いての学習会（有機農業技術理論・海外オーガニック事情　他）を開催し
たりしています。

■ 今後の展望
れまでにも様 な々取り組みを精力的に進めてきたコープ自然派ですが、今後、さらにチャレンジしてみた
いことをうかがってみると、次のような答えが返ってきました。

●「国産有機原料（米・小麦・、大豆）の確保と、その原料を活用した有機加工品の開発
●プライベートブランド（自然派Styleオーガニック）の商品を増やす
●有機農業者の育成、有機の学校の全国展開（友好生協・団体等との連携により）
●農福連携による有機農産物、有機畜産物の生産
●有機農業運動の再興（消費者、特に若い世代を巻き込む）
●学校給食への有機食材導入

さらに、代表理事・専務理事の岸健二さんは、「オーガニックの裾野をさらに広げていくために、現在の
有機JAS制度（第三者認証）に加え、二者認証をはじめとする民間認証がやりやすい社会になっていく
といいですね」「家族経営など資金力の弱い小規模農業が、オーガニックに取り組みやすい環境づくり
も必要だと思います」と話してくださいました。様 な々生協がある中で、国産オーガニックの推進に特に熱
い思いを抱き、具体的な仕組みづくりを続 と々手がけている生協だという印象を強く受けました。

生活協同組合連合会　コープ自然派事業連合
兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目８番５
■ Web サイト：https://www.shizenha.net/
■ 入会検討中の方向け web サイト：
　 https://www.shizenha.ne.jp/markguide/?_ga=2.261429261.1436078322.1646439143-1888138541.1644885081
■ 資料請求・加入申込：https://www.shizenha.ne.jp/entry/
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“分かりやすさ”に逃げないこと。
分かりやすくしてしまうと、こぼれていくものがある。
僕らは、答えがないことに向き合っている組織なんです。

■１００年先もつづく農業を目指し、新規就農者をサポート
坂ノ途中が目指しているのは、環境負荷の小さな農業に取り組む人たちを増やし、“100年先もつづく農
業”の形を作り、持続可能な社会にたどり着くこと。提携農家は西日本を中心に約300軒、その約９割が
新規就農者です。日本のオーガニック業界には、業界関係者ならば誰もが知っているスター生産者が何
人かいらっしゃって、ちょっと高級なスーパーやこだわり系の食料品店では彼らの農産物や農産加工品
が一種のブランド品のように取り扱われていたりもします。そんな中、農業を始めて間もない人たちと連携
して事業が成り立っているというのは非常に稀なケースであり、坂ノ途中という会社の一番の特徴と言え
るかもしれません。

■「坂ノ途中」という社名の由来
就農希望者の多くは、有機農業や自然栽培などのように農薬や化学肥料への依存度を減らした農業を
志しています。けれども、彼らの中で実際に就農までたどり着くのはごく一部。営農を継続できるのはさら
にその中の一握りです。その大きな理由は、売り先がないこと。「環境負荷が小さい農業に取り組もうと考
えている人たちは、基本的にとても勉強熱心だし、経験不足を補うために他の生産者を訪ね歩いたりも
する。そしてなにより、本当によく働きます。だから、新規就農者とはいえ彼らはかなりの知識や技術を持っ
ている。そういう生産者が栽培した農産物を仕入れて販売することが、坂ノ途中の主な業務です。」（小
野さん）　　

農業の担い手が減り、耕作放棄地は増えているはずなのに、実績のない新規就農者が借りることのでき
る農地は、日当たりや水はけが悪いなど条件の良くないケースが少なくありません。その結果、収穫量が
少なくなったり不安定になったりして、既存の流通ルートからは避けられてしまいがちです。そういった場
合でも、野菜がちゃんと美味しければ、坂ノ途中は取り扱います。新規就農した人たちが、環境負荷の小
さな農業を始めやすい、そして続けやすい仕組み。それを作ることが、“100年先もつづく農業”を実現す
る最短ルートだと考えているからです。「坂ノ途中」という社名には、“成長途上にある就農希望者や新規
就農者の良きパートナーでありたい”という願いが込められています。

■ 有機JASも非JASも両方広げていく
先に述べたように、坂ノ途中が広げようとしているのは、“環境負荷の小さな農業”、“１００年先もつづく農
業”です。だから、有機JAS認証を取得しているか、いわゆる“非JAS”（有機JAS認証の条件を満たす栽培
方法ではあるが認証を受けていないもの）であるかは、特に区別していません。「認証マークを取ること
自体を目的とするのは、僕らが考えている農業の在り方ではないんです。有機JAS認証は、“そういう農業
を広げていくための販売戦略に役立つツール”として捉えていこうねと、スタッフや生産者には話していま
す」（小野さん）

■ “すごくいっぱい説明する”会社
「日本で有機農業がなかなか広がらなかった理由の１つとして、説明不足があると思うんです。流通業界
の先輩達が、消費者にきちんと説明することを端折ってしまったんですね。野菜は生きもので、ブレるもの
なんだということ。工業製品のようにいつも同じ品質のものを安定して生産することは出来ないのだとい
うこと。坂ノ途中は、そういうことを、“すごくいっぱい説明している会社”なんです。たとえば、夏の終わりに
唐辛子に黒ずみが出てくるのはよくある現象なんですよ。だから、黒ずんできたからといって仕入れ価格
や販売価格を安くするなんてことはせず、従来通りの値段を変えない。そういうようなことを理解していた
だくために、“すごくいっぱい説明する”んです」（小野さん）

■ 定期宅配の継続率、９６％！
主力商品のひとつに定期宅配（旬の野菜の詰合せ）があります。定番の野菜から珍しい西洋野菜や伝統
野菜まで幅広く野菜を味わっていただけるよう、スタッフと農家さんが相談しながらセットの内容を決定
しているとのこと。初夏にはお茶の新芽、夏には食用ホオズキ、秋にはサツマイモのつるなど、“ちょびっと
しかない、だけどおいしい”ものがおまけとして入る時もあるそうです。…とはいえ、人によっては苦手な野
菜や食べ慣れない野菜が入ってくることも。それでも、野菜セットを定期購入した方々の“翌月継続率”は
なんと９６％にも達しているのだとか。畑のこと、季節やお天気のこと、旬のことを、“すごくいっぱい説明し
ている”からこその数字なのでしょう。

■ 常に考え続ける組織で
「腕利きのスター生産者だけが経済的に自立できるのではなく、真面目に努力し研鑽を積むすべての生
産者が報われる世の中にしたい。そうすることによって地域の環境が守られ、持続可能な社会が実現し
ていくようにしたい。じゃあ、そのためにどうすればいいのか？　…僕らは、明確な答えがないことに向き
合っている組織なんです。だから、よそ見をせず、そして分かりやすさに逃げず、考え続けることが大事だと
思っています。分かりやすくしてしまうと、おそらく、こぼれていくものがあるから。そして、考え抜いたことを、
押しつけがましくなく、楽しそうに伝えていきたい。」と話す小野さん。その言葉と声のトーンに、想いと経
済、柔と硬のバランスの良さを見たような気がしました。

「坂ノ途中って　何をする会社？」という問いに簡単に答えるのは難しいことです。主に何をしているかというと、「webショップでの販売や個人宅
配」、「食料品店や飲食店への卸売り」、「店舗での小売り」、そして「新規就農者サポート」等が挙げられますが、それはたぶん、坂ノ途中らしい説
明ではありません。代表の小野邦彦さん曰く、「新規就農者を中心とした提携生産者が栽培した農産物を販売したり、環境負荷の小さな農業を広
げるためのあれこれを、みんなで試行錯誤しながらやってる会社」ということになります。設立は２００９年７月。１９８３年生まれの小野さんが２０代
半ばで起業しました。

代表取締役　小野邦彦さん

京都府京都市

株式会社坂ノ途中
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■１００年先もつづく農業を目指し、新規就農者をサポート
坂ノ途中が目指しているのは、環境負荷の小さな農業に取り組む人たちを増やし、“100年先もつづく農
業”の形を作り、持続可能な社会にたどり着くこと。提携農家は西日本を中心に約300軒、その約９割が
新規就農者です。日本のオーガニック業界には、業界関係者ならば誰もが知っているスター生産者が何
人かいらっしゃって、ちょっと高級なスーパーやこだわり系の食料品店では彼らの農産物や農産加工品
が一種のブランド品のように取り扱われていたりもします。そんな中、農業を始めて間もない人たちと連携
して事業が成り立っているというのは非常に稀なケースであり、坂ノ途中という会社の一番の特徴と言え
るかもしれません。

■「坂ノ途中」という社名の由来
就農希望者の多くは、有機農業や自然栽培などのように農薬や化学肥料への依存度を減らした農業を
志しています。けれども、彼らの中で実際に就農までたどり着くのはごく一部。営農を継続できるのはさら
にその中の一握りです。その大きな理由は、売り先がないこと。「環境負荷が小さい農業に取り組もうと考
えている人たちは、基本的にとても勉強熱心だし、経験不足を補うために他の生産者を訪ね歩いたりも
する。そしてなにより、本当によく働きます。だから、新規就農者とはいえ彼らはかなりの知識や技術を持っ
ている。そういう生産者が栽培した農産物を仕入れて販売することが、坂ノ途中の主な業務です。」（小
野さん）　　

農業の担い手が減り、耕作放棄地は増えているはずなのに、実績のない新規就農者が借りることのでき
る農地は、日当たりや水はけが悪いなど条件の良くないケースが少なくありません。その結果、収穫量が
少なくなったり不安定になったりして、既存の流通ルートからは避けられてしまいがちです。そういった場
合でも、野菜がちゃんと美味しければ、坂ノ途中は取り扱います。新規就農した人たちが、環境負荷の小
さな農業を始めやすい、そして続けやすい仕組み。それを作ることが、“100年先もつづく農業”を実現す
る最短ルートだと考えているからです。「坂ノ途中」という社名には、“成長途上にある就農希望者や新規
就農者の良きパートナーでありたい”という願いが込められています。

■ 有機JASも非JASも両方広げていく
先に述べたように、坂ノ途中が広げようとしているのは、“環境負荷の小さな農業”、“１００年先もつづく農
業”です。だから、有機JAS認証を取得しているか、いわゆる“非JAS”（有機JAS認証の条件を満たす栽培
方法ではあるが認証を受けていないもの）であるかは、特に区別していません。「認証マークを取ること
自体を目的とするのは、僕らが考えている農業の在り方ではないんです。有機JAS認証は、“そういう農業
を広げていくための販売戦略に役立つツール”として捉えていこうねと、スタッフや生産者には話していま
す」（小野さん）

■ “すごくいっぱい説明する”会社
「日本で有機農業がなかなか広がらなかった理由の１つとして、説明不足があると思うんです。流通業界
の先輩達が、消費者にきちんと説明することを端折ってしまったんですね。野菜は生きもので、ブレるもの
なんだということ。工業製品のようにいつも同じ品質のものを安定して生産することは出来ないのだとい
うこと。坂ノ途中は、そういうことを、“すごくいっぱい説明している会社”なんです。たとえば、夏の終わりに
唐辛子に黒ずみが出てくるのはよくある現象なんですよ。だから、黒ずんできたからといって仕入れ価格
や販売価格を安くするなんてことはせず、従来通りの値段を変えない。そういうようなことを理解していた
だくために、“すごくいっぱい説明する”んです」（小野さん）

■ 定期宅配の継続率、９６％！
主力商品のひとつに定期宅配（旬の野菜の詰合せ）があります。定番の野菜から珍しい西洋野菜や伝統
野菜まで幅広く野菜を味わっていただけるよう、スタッフと農家さんが相談しながらセットの内容を決定
しているとのこと。初夏にはお茶の新芽、夏には食用ホオズキ、秋にはサツマイモのつるなど、“ちょびっと
しかない、だけどおいしい”ものがおまけとして入る時もあるそうです。…とはいえ、人によっては苦手な野
菜や食べ慣れない野菜が入ってくることも。それでも、野菜セットを定期購入した方々の“翌月継続率”は
なんと９６％にも達しているのだとか。畑のこと、季節やお天気のこと、旬のことを、“すごくいっぱい説明し
ている”からこその数字なのでしょう。

■ 常に考え続ける組織で
「腕利きのスター生産者だけが経済的に自立できるのではなく、真面目に努力し研鑽を積むすべての生
産者が報われる世の中にしたい。そうすることによって地域の環境が守られ、持続可能な社会が実現し
ていくようにしたい。じゃあ、そのためにどうすればいいのか？　…僕らは、明確な答えがないことに向き
合っている組織なんです。だから、よそ見をせず、そして分かりやすさに逃げず、考え続けることが大事だと
思っています。分かりやすくしてしまうと、おそらく、こぼれていくものがあるから。そして、考え抜いたことを、
押しつけがましくなく、楽しそうに伝えていきたい。」と話す小野さん。その言葉と声のトーンに、想いと経
済、柔と硬のバランスの良さを見たような気がしました。

株式会社坂ノ途中
京都府京都市南区上鳥羽高畠町 56（本社）　東京都品川区北品川 1 丁目 23-19 GOODOFFICE 品川 B1F（東京オフィス）
■ Web サイト：https://www.on-the-slope.com/
■ オンラインショップ：https://www.on-the-slope.com/shop/
■ お問合せ：https://www.on-the-slope.com/contact/

国産有機サポーターズ活動事例集  9



美味しいと感じている時、人は笑顔になるものです。
そして、永続性のある田畑や台所から生まれる　“本当に美味しいもの”は、
結果的に健康増進や環境保護にも寄与します。
“おいしい”は“しあわせ”なんですね。

■ 支持される店であり続ける理由
「スーパーでもオーガニック＆ナチュラルな食材の取扱いが増え、自然食品店が次 と々閉店していく時代
になっても、サン・スマイルが消費者に支持されている理由はどこにあるのでしょう？」と質問すると、代表
の松浦さんは、次のように答えてくれました。

①妥協しない
「まず、どんな時でもコンセプトを曲げなかったことが第一に挙げられるのではないでしょうか。東日本
大震災で品薄になった時も、基準を緩くして商品をかき集めるようなことはしませんでした。一時的に
売上は減りましたが、お客様は、妥協しないその姿勢を評価してくださったように思います。」

②情報を丁寧に伝える
「各種イベント・料理教室・勉強会・講演会などを通じ、食生活や食材に関する情報を色 な々形で発
信し続けることで、お客様の理解・納得・共感を得られたと考えています。」

③スタッフが勉強熱心
「お客様に伝える情報の質や量は、店主やスタッフがどれだけの知識や経験を持っているか、食材の
目利きのスキルを磨いているか…によって決まります。その点、サン・スマイルのスタッフは、皆、熱心に
勉強してくれます。非番の日にも自主的に出勤してきて、じっくりと商品説明の原稿を書いているスタッ
フもいるほどです。なんだかブラック企業のようですが、強要はしていません（笑）。私も、出張先の産地
からスタッフにこまめにLINEを送り、ライブ感のある情報を共有するよう努めています。」

■ 本当に良いものはちゃんと美味しい
代表の松浦さんは、北は北海道から南は沖縄まで、日本中の畑を1500ヵ所以上見て回った“畑の旅人”
です。たくさんの畑を見るうちに確信したのは、「生産者の人柄が良い畑は良い土が出来る」、「農薬や
肥料に頼らず、自然の摂理に沿って育った農作物は本当に美味しい」ということ。さらに、「人の身体は、
身体に良いものは美味しく、身体に悪いものはまずいと、ちゃんと識別する感性を持っている」ということ
でした。「心と身体のコンディションが良ければ、本当に良いものはちゃんと美味しい。商品ラベルの表示
を見ずとも、私たちの味覚が何よりも敏感に良いものを選択する。そのセンサーが正しく働かなくなるの
は、心や身体に何かしらの異常が生じている時」というのが松浦さんの持論。良いものをちゃんと美味し
いと感じられるよう、心と身体を整えるために、指圧治療院・武術教室・カウンセリング等も行なっています。

■ 自然栽培と有機JAS認証
松浦さんは九州東海大学農学部出身。在学当時は、自然栽培をはじめとする環境保全型農業の研究
で知られる（故）片野學教授が教鞭をとっていました。自然栽培とは簡単に言うと、「農薬も肥料も使わな
い栽培」のこと。国の基準で安全だと言われている農薬もまったく使わず、化学肥料はもちろん有機肥料
さえも使わずに、植物と土が本来持っている力を引き出そうという農法で、それだけに、美味しくて品質の
高い農産物を収穫するためには高い栽培技術を必要とします。自然栽培の生産者には、“有機農業とは
違う”と主張する方 も々多く、有機JAS認証を取得していないことが多いようです。松浦さん自身も自然栽
培に造詣が深く、実際に自然栽培による米づくりを手がけた経験もありますが、有機JAS認証にはむしろ
肯定的だと言います。「有機JASは法律によって認められている認証制度で、客観性や説得力がある判
断基準。だから自然栽培の生産者さん達には、『有機JAS認証を取得した自然栽培農産物が世界最
強』『有機JASの一派として自然栽培の情報を提供していくのが、消費者にとっては分かりやすい』と話し
ています。ただ、有機JAS取得のためには、栽培履歴の記録を残したり、書類を作成したりと、事務作業に
かなり手間ひまがかかるのも事実。事務専門スタッフがいるような大きな生産者グループはごく一部で、
多くの生産者は家族経営を中心とした小規模農家ですから、有機JAS認証を普及するためには、書類
仕事の合理化・簡易化をはかることが重要だと考えています」（松浦さん）

■ “おいしい”は“しあわせ”
「『これおいしいね！』と言う時、怒っている人はいません。美味しいと感じている時、人は笑顔になるもの
です。そして、永続性のある田畑や台所から生まれる“本当に美味しいもの”は、結果的に健康増進や環
境保護にも寄与します。“おいしい”は“しあわせ”なんですね。サン・スマイルでは、“仕入れ”とは、各家庭
の“商品購入代行業”であると考えています。本当に美味しいものを選び、生活者であるお客様一人ひとり
と話しながら、農の豊かさや食の現状を伝え、共に考える。そういう小さな積み重ねによって、オーガニッ
ク＆ナチュラルなライフスタイルを、ブームなどではない普遍的なものとして地域に根付かせていきたい
のです。売り上げを増やすためでなく、自分自身とお客様が幸せになるために力を使う。売り上げは、それ
が実現できているかどうかの通知表のようなものだと思っています。」という松浦さん。農業と福祉が一体
となって社会によいスパイラルを作っていくことを目指し、全国各地の福祉施設と連携して自然栽培の農
産物や加工食品を作る「農福連携」の取り組みも進めているとのことです。

サン・スマイルは、埼玉県ふじみ野市、東武東上線「ふじみ野」駅から徒歩７分ほどのところにある、平成９年（１９９７）創業の自然食品店。食品・
化粧品・生活雑貨・書籍など、およそ2500アイテムを取り扱っています。まず、自分が食べて感動する。そして家族に、さらにはスタッフや友人知人に
も食べてほしいと感じる。…そんな食材を多くの方 に々届けたいという思いから生まれたお店です。店舗での小売りの他、宅配や卸売事業も手がけ
ています。

代表取締役　松浦智紀さん

埼玉県ふじみ野市

有限会社サン・スマイル
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■ 支持される店であり続ける理由
「スーパーでもオーガニック＆ナチュラルな食材の取扱いが増え、自然食品店が次 と々閉店していく時代
になっても、サン・スマイルが消費者に支持されている理由はどこにあるのでしょう？」と質問すると、代表
の松浦さんは、次のように答えてくれました。

①妥協しない
「まず、どんな時でもコンセプトを曲げなかったことが第一に挙げられるのではないでしょうか。東日本
大震災で品薄になった時も、基準を緩くして商品をかき集めるようなことはしませんでした。一時的に
売上は減りましたが、お客様は、妥協しないその姿勢を評価してくださったように思います。」

②情報を丁寧に伝える
「各種イベント・料理教室・勉強会・講演会などを通じ、食生活や食材に関する情報を色 な々形で発
信し続けることで、お客様の理解・納得・共感を得られたと考えています。」

③スタッフが勉強熱心
「お客様に伝える情報の質や量は、店主やスタッフがどれだけの知識や経験を持っているか、食材の
目利きのスキルを磨いているか…によって決まります。その点、サン・スマイルのスタッフは、皆、熱心に
勉強してくれます。非番の日にも自主的に出勤してきて、じっくりと商品説明の原稿を書いているスタッ
フもいるほどです。なんだかブラック企業のようですが、強要はしていません（笑）。私も、出張先の産地
からスタッフにこまめにLINEを送り、ライブ感のある情報を共有するよう努めています。」

■ 本当に良いものはちゃんと美味しい
代表の松浦さんは、北は北海道から南は沖縄まで、日本中の畑を1500ヵ所以上見て回った“畑の旅人”
です。たくさんの畑を見るうちに確信したのは、「生産者の人柄が良い畑は良い土が出来る」、「農薬や
肥料に頼らず、自然の摂理に沿って育った農作物は本当に美味しい」ということ。さらに、「人の身体は、
身体に良いものは美味しく、身体に悪いものはまずいと、ちゃんと識別する感性を持っている」ということ
でした。「心と身体のコンディションが良ければ、本当に良いものはちゃんと美味しい。商品ラベルの表示
を見ずとも、私たちの味覚が何よりも敏感に良いものを選択する。そのセンサーが正しく働かなくなるの
は、心や身体に何かしらの異常が生じている時」というのが松浦さんの持論。良いものをちゃんと美味し
いと感じられるよう、心と身体を整えるために、指圧治療院・武術教室・カウンセリング等も行なっています。

■ 自然栽培と有機JAS認証
松浦さんは九州東海大学農学部出身。在学当時は、自然栽培をはじめとする環境保全型農業の研究
で知られる（故）片野學教授が教鞭をとっていました。自然栽培とは簡単に言うと、「農薬も肥料も使わな
い栽培」のこと。国の基準で安全だと言われている農薬もまったく使わず、化学肥料はもちろん有機肥料
さえも使わずに、植物と土が本来持っている力を引き出そうという農法で、それだけに、美味しくて品質の
高い農産物を収穫するためには高い栽培技術を必要とします。自然栽培の生産者には、“有機農業とは
違う”と主張する方 も々多く、有機JAS認証を取得していないことが多いようです。松浦さん自身も自然栽
培に造詣が深く、実際に自然栽培による米づくりを手がけた経験もありますが、有機JAS認証にはむしろ
肯定的だと言います。「有機JASは法律によって認められている認証制度で、客観性や説得力がある判
断基準。だから自然栽培の生産者さん達には、『有機JAS認証を取得した自然栽培農産物が世界最
強』『有機JASの一派として自然栽培の情報を提供していくのが、消費者にとっては分かりやすい』と話し
ています。ただ、有機JAS取得のためには、栽培履歴の記録を残したり、書類を作成したりと、事務作業に
かなり手間ひまがかかるのも事実。事務専門スタッフがいるような大きな生産者グループはごく一部で、
多くの生産者は家族経営を中心とした小規模農家ですから、有機JAS認証を普及するためには、書類
仕事の合理化・簡易化をはかることが重要だと考えています」（松浦さん）

■ “おいしい”は“しあわせ”
「『これおいしいね！』と言う時、怒っている人はいません。美味しいと感じている時、人は笑顔になるもの
です。そして、永続性のある田畑や台所から生まれる“本当に美味しいもの”は、結果的に健康増進や環
境保護にも寄与します。“おいしい”は“しあわせ”なんですね。サン・スマイルでは、“仕入れ”とは、各家庭
の“商品購入代行業”であると考えています。本当に美味しいものを選び、生活者であるお客様一人ひとり
と話しながら、農の豊かさや食の現状を伝え、共に考える。そういう小さな積み重ねによって、オーガニッ
ク＆ナチュラルなライフスタイルを、ブームなどではない普遍的なものとして地域に根付かせていきたい
のです。売り上げを増やすためでなく、自分自身とお客様が幸せになるために力を使う。売り上げは、それ
が実現できているかどうかの通知表のようなものだと思っています。」という松浦さん。農業と福祉が一体
となって社会によいスパイラルを作っていくことを目指し、全国各地の福祉施設と連携して自然栽培の農
産物や加工食品を作る「農福連携」の取り組みも進めているとのことです。

有限会社サン・スマイル
埼玉県ふじみ野市苗間 1-15-27　TEL：049-264-1903
■ Web サイト：https://www.sunsmile.org/
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我々の成長によって、より豊かな食の世界に貢献できたら
その成長はお客様にとっての幸せ。

■ オーガニックへの取り組み
「ザ・ガーデン自由が丘　中村橋店（東京都）」「ザ・ガーデン自由が丘　大船店（神奈川県）」「ザ・
ガーデン自由が丘　グランエミオ所沢店（埼玉県）」などの店舗では、国産有機サポーターズの社外メ
ンバーとのタイアップにより、オーガニックに注力したコーナーを設置しています。「当社の概念上、一番ふ
さわしく、一番売っていきたい商品群は、国産有機の食材」と語るのは、広報マネージャーの三浦正行さ
ん。中型（８０坪程度）や小型（４０坪程度）の店舗ではコーナー設置が難しいため、プロパー（定番）の
売場の中で、コーナーサインやPOP等を工夫しながらオーガニックアイテムを訴求していくそうです。
「オーガニックに関するスタッフ研修」、「表示管理士の資格取得」、「JGAP指導員の増員」など、ワンラ
ンク上の安心・安全を実現するため、情報共有や社員教育にも力を入れています。

■ 食材とともに情報も届ける
「本当に美味しいもの、身体に良いものとは、どんなものなのか？　いま、何を食べるべきなのか？　それ
を提案していくのが私たちの仕事だと思っています」と三浦さんは言います。「大切なのは、食材だけでな
くSDG’s視点にたった情報も届けること。美味しく食べるためのレシピ、他の食材とのマリアージュなど、
具体的な情報をシズル感と共に伝えていきたい」という考えに基づき、POPだけでは伝えきれない情報
をWEBサイトや冊子（『GARDEN　STYLE　BOOK』）などを使って発信。旬の食材や季節のお薦め
商品、生産者情報、美味しい食べ方などを消費者に伝えています。試食会や試飲会など店頭でのイベン
トはコロナ禍で長らく中断していますが、コロナの鎮静化にともない、また様 な々イベント企画がスタート
するとのこと。

■ バイヤーでなくMD（マーチャンダイザー）を育てる
仕入れ担当者全員が“バイヤー”でなく“MD（マーチャンダイザー）”であれ、というのがシェルガーデン
の方針です。マーチャンダイザーとバイヤーの違いは、商品を売り切る販売戦略まで担当するか、仕入れ
に力点を置くかというところにあります。シンプルに言えば、売れる商品を発掘して仕入れるのがバイ
ヤー、仕入れた商品を売り切るために販売戦略を計画・実行し、販促やマーケティングにまで関わるのが
マーチャンダイザ―。「どうすれば、その商品の魅力がお客様に伝わるのか？」を考え、実際にお客様がそ
れを手にとって購入し、自宅の食卓で食べる場面まで考えて商品を仕入れる人材を育てているのです。
「我々の成長によって、より豊かな食の世界に貢献できたら　その成長はお客様にとっての幸せ。」その繰
り返しの中で、良い食材が世の中に広がっていくのだと思っています。」（三浦さん）

■ 食の多様化に合わせた商品開発を
健康上や美容上の理由、信仰する宗教の違い、あるいは各々のライフスタイルやこだわり等によって、食
生活はどんどん多様化しており、食のバリアフリー化が求められています。都市生活者の様 な々ニーズに
対応するべく、シェルガーデンでは、「オーガニック＆ナチュラル」はもちろんのこと、「ヴィーガン」、「ハ
ラール認証」、「アニマルウェルフェア」等を視野に入れて商品開発を進めていくそうです。

■ いつもヘルシー、ときどきゴージャス
「健康のためにヘルシーな食材を選ぶのはとても大切なことですが、健康だけで人生が豊かになるとい
うものでもありません。人は、知識や理屈だけでものを食べているわけではないですよね。時には、“身体
に良いから”という理由から離れて、心が欲するものを食べたくなることもあります」と三浦さん。『いつも
ヘルシー、ときどきゴージャス』というのが、シェルガーデンのスタンスを要約する言葉なのだと言います。
構えすぎず、肩に力を入れず、あくまでも食を楽しみながら、オーガニック＆ナチュラルな食材を取り入れ
る。それがシェルガーデン流のオーガニック・ライフスタイルのようです。

1956年、東京・自由が丘にシェル石油のガソリンスタンドがオープンしました。そして10年後の1966年、ガソリンスタンドに併設する形で、当時とし
ては大変斬新だった輸入食品中心のスーパーマーケットをスタート。それが現在の「ザ・ガーデン自由が丘」の原型です。その後、百貨店や駅ビル
にも出店し、食のライフスタイル提案型のスーパーマーケットとして成長してきました。現在は、東京都に１０店、神奈川県と千葉県にそれぞれ３店、
埼玉県に４店、合計２０店舗を展開。食を通じておいしさや楽しさ、喜びを感じ、健康で居ようとする都市生活者のために、“安心・安全”・“旬のお
いしさ”にこだわりながら、国内はもとより世界各国から食材を調達しています。

広報マネージャー　三浦正行さん

東京都千代田区

株式会社シェルガーデン
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■ オーガニックへの取り組み
「ザ・ガーデン自由が丘　中村橋店（東京都）」「ザ・ガーデン自由が丘　大船店（神奈川県）」「ザ・
ガーデン自由が丘　グランエミオ所沢店（埼玉県）」などの店舗では、国産有機サポーターズの社外メ
ンバーとのタイアップにより、オーガニックに注力したコーナーを設置しています。「当社の概念上、一番ふ
さわしく、一番売っていきたい商品群は、国産有機の食材」と語るのは、広報マネージャーの三浦正行さ
ん。中型（８０坪程度）や小型（４０坪程度）の店舗ではコーナー設置が難しいため、プロパー（定番）の
売場の中で、コーナーサインやPOP等を工夫しながらオーガニックアイテムを訴求していくそうです。
「オーガニックに関するスタッフ研修」、「表示管理士の資格取得」、「JGAP指導員の増員」など、ワンラ
ンク上の安心・安全を実現するため、情報共有や社員教育にも力を入れています。

■ 食材とともに情報も届ける
「本当に美味しいもの、身体に良いものとは、どんなものなのか？　いま、何を食べるべきなのか？　それ
を提案していくのが私たちの仕事だと思っています」と三浦さんは言います。「大切なのは、食材だけでな
くSDG’s視点にたった情報も届けること。美味しく食べるためのレシピ、他の食材とのマリアージュなど、
具体的な情報をシズル感と共に伝えていきたい」という考えに基づき、POPだけでは伝えきれない情報
をWEBサイトや冊子（『GARDEN　STYLE　BOOK』）などを使って発信。旬の食材や季節のお薦め
商品、生産者情報、美味しい食べ方などを消費者に伝えています。試食会や試飲会など店頭でのイベン
トはコロナ禍で長らく中断していますが、コロナの鎮静化にともない、また様 な々イベント企画がスタート
するとのこと。

■ バイヤーでなくMD（マーチャンダイザー）を育てる
仕入れ担当者全員が“バイヤー”でなく“MD（マーチャンダイザー）”であれ、というのがシェルガーデン
の方針です。マーチャンダイザーとバイヤーの違いは、商品を売り切る販売戦略まで担当するか、仕入れ
に力点を置くかというところにあります。シンプルに言えば、売れる商品を発掘して仕入れるのがバイ
ヤー、仕入れた商品を売り切るために販売戦略を計画・実行し、販促やマーケティングにまで関わるのが
マーチャンダイザ―。「どうすれば、その商品の魅力がお客様に伝わるのか？」を考え、実際にお客様がそ
れを手にとって購入し、自宅の食卓で食べる場面まで考えて商品を仕入れる人材を育てているのです。
「我々の成長によって、より豊かな食の世界に貢献できたら　その成長はお客様にとっての幸せ。」その繰
り返しの中で、良い食材が世の中に広がっていくのだと思っています。」（三浦さん）

■ 食の多様化に合わせた商品開発を
健康上や美容上の理由、信仰する宗教の違い、あるいは各々のライフスタイルやこだわり等によって、食
生活はどんどん多様化しており、食のバリアフリー化が求められています。都市生活者の様 な々ニーズに
対応するべく、シェルガーデンでは、「オーガニック＆ナチュラル」はもちろんのこと、「ヴィーガン」、「ハ
ラール認証」、「アニマルウェルフェア」等を視野に入れて商品開発を進めていくそうです。

■ いつもヘルシー、ときどきゴージャス
「健康のためにヘルシーな食材を選ぶのはとても大切なことですが、健康だけで人生が豊かになるとい
うものでもありません。人は、知識や理屈だけでものを食べているわけではないですよね。時には、“身体
に良いから”という理由から離れて、心が欲するものを食べたくなることもあります」と三浦さん。『いつも
ヘルシー、ときどきゴージャス』というのが、シェルガーデンのスタンスを要約する言葉なのだと言います。
構えすぎず、肩に力を入れず、あくまでも食を楽しみながら、オーガニック＆ナチュラルな食材を取り入れ
る。それがシェルガーデン流のオーガニック・ライフスタイルのようです。

株式会社シェルガーデン（ザ・ガーデン自由が丘）
東京都千代田区二番町５番地２５ 二番町センタービル
■ Web サイト：https://www.garden.co.jp/
■ 店舗一覧：https://www.garden.co.jp/store.html
■ Web ショップ：https://edepart.omni7.jp/brand/001932
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これまで日本の有機農業は、仲間うちだけで固まっていたように思うのですが、
既存のシステムをうまく使うことで解決できる問題もあるし、
コストダウンが出来る場合もあるのです。

■ 中間流通業者として“プロの仕事”を
「川上に位置する『生産者』と川下に位置する『小売業』『消費者』を結ぶ『中間流通業者』として、どう
すれば必要とされるか、どうすれば存在意義を認めていただけるかを、常日頃から考えています。どんな
商品であっても、弊社を通過することでその価値が上昇するような、“プロの仕事”を目指すことが、お客様
の満足への一番の近道だと信じています」と話すのは、代表取締役の本多諭さん。大治では、提供する
商品の品質管理や正確な出荷作業のため、様 な々取組みを行っています。以下にはその一部です。

①品質保持
平成１５年には有機農産物専門のパッケージセンターを、２３年には低温物流センターを大田市場内
に開設。大型冷蔵庫に低温作業所を併設し、農産物にとって最も重要な鮮度管理を徹底しています。

②放射性物質検査
福島原発事故による食品汚染への対応として放射線測定器を導入。平成24年2月から現在に至るま
で、残留放射性物質の自主検査を継続しています。※現在は要望があったときのみの対応となってお
ります。

③配送管理
すべての配送車に動態管理端末を搭載し、リアルタイムで各車両の運行状況を管理。各車両に「ドラ
イバー」「コース」「ルート」「到着時間」を登録し、車両の現在位置や交通状況を把握。到着予定時
間など、お客様からの問い合わせに対しても即時に対応できます。

■ 本当の“顔が見える関係”を
「有機栽培をはじめ、“大規模ではないからこそ出来る農業”があります。手間ひまやコストがかかっている
分、その価値を価格で表現していかなければ、生産者は仕事を継続できません。価値ある農産物を最良
の状態で運ぶのが大切なのはもちろんのことですが、持続可能な適正価格を、消費者の皆さんが納得し
た上で購入していただけるよう、情報の伝え方まで考えていかなければならないと思っています」と本多
さんは言います。「多くの場合、生産者の名前と顔写真を公開するだけで“生産者の顔が見える”ことをア
ピールしていますが、実際、その程度では“顔は見えていない”んですよね。なんとなく、安心・安全な雰囲
気を演出しているだけ」とも。どんな生産者がどのような思いや志を持ち、どのような農法で栽培している
のかを極力詳しく把握し、卸売り先や消費者にその情報が伝わるように努力していきたいとのことで、有
機JASマークはそのための一助になると考えているそうです。

■「あなたのお客さんは誰ですか？」
農家や生産者グループとコミュニケーションをとる中で、「次は何を作ればいいですか？」と訊かれること
があるそうです。そんな時、本多さんは、「あなたのお客さんは誰ですか？」と、逆に問いかけてみるのだと
か。市場や仲卸に商品を出荷したら終わり…ではなく、自分が育てた農産物を、どんな料理人や生活者
が、どう料理して、どのように食べているのか、どんな感想を持っているのか…を想像したり調べたりして、
次の仕事に繋げていく。ものづくりのプロフェッショナルとして、生産者にはそのような意識を持ってほしい
と本多さんは考えています。そのために、大治も、取引先や消費者の反応や意見を、出来るだけ産地と共
有するよう努めているとのこと。

■ 仲卸業者をうまく使ってほしい
食べものの安全・安心を求める消費者が増えていると言われながらも、日本における有機農業はなかな
か普及していないのが現状です。その原因がどこにあるのか、本多さんの意見をうかがってみました。「こ
れまでは、生産も物流も販売も、“有機農産物の業界”の内部だけでなんとかしようとしてきたことが一つ
の原因として考えられます。同じ意志やこだわりを持った人たちが仲間うちだけで固まっていたように思う
のです。けれども、農協・市場・仲卸など既存のシステムをうまく使うことで解決できる問題もあるし、コスト
ダウンが可能になる場合もあります。自分たちだけで一からシステムを構築して管理・運営していくのは、
膨大なお金と時間と労力がかかってしまい、もったいない。例えば、配送の方法に悩んだ結果、高い運賃
を払って宅配便で出荷すると、そのコストは、生産者・お店・消費者の皆さんが負担することになってしま
います。『あいつらは有機農業のことなんて分かっていないから』と切り捨ててしまうのではなく、集荷も
配送も、慣行農産物の物流に相乗りしてしまえばいい。」「また、大治は常に３０～４０台の配送用トラッ
クを確保し、都内や近郊の飲食店にスピーディーに配送しています。“大田市場からラストワンマイル”の
配送に関しては、きめ細やかな対応が可能ですから、そのネットワークも利用していただく価値があるか
と思います」　大田市場で青果を扱っている業者は１６５社ほどありますが、積極的に有機農産物を手
がけているのは、まだほんの数社。その中のリーダー的な存在として、大治は、“仲卸業者として有機農業
の拡大に貢献できること”にチャレンジし続けています。

大田市場（東京都中央卸売市場）を拠点とする青果物仲卸業。卸売業として小売店・飲食店・ホテル・給食・仕出し等、様 な々形態の取引先に対
応するとともに、プロが目利きした生鮮食品を一般消費者が購入できるｗｅｂサイト『大田市場直送．com』も手がけています。取引先や消費者から
の多岐にわたる要望に応えるため、有機JAS法施行以前の１９９０年代から有機農産物の取扱いを開始しました。以来、全国の有機生産者や有機
農産物取扱い業者とのネットワークを構築するとともに、２００３年７月には「有機JAS小分け認証」を取得（大田市場の場内では初の認証取得）。
「有機農産物は安定供給が難しい」とよく言われますが、だからこそ大治は、年間を通して安定的に供給できることを目指し、その体制の構築に努
めてきました。

代表取締役社長　本多諭さん

東京都大田区

株式会社大治
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Organ i c  な「もの」「こと」「ひと」



■ 中間流通業者として“プロの仕事”を
「川上に位置する『生産者』と川下に位置する『小売業』『消費者』を結ぶ『中間流通業者』として、どう
すれば必要とされるか、どうすれば存在意義を認めていただけるかを、常日頃から考えています。どんな
商品であっても、弊社を通過することでその価値が上昇するような、“プロの仕事”を目指すことが、お客様
の満足への一番の近道だと信じています」と話すのは、代表取締役の本多諭さん。大治では、提供する
商品の品質管理や正確な出荷作業のため、様 な々取組みを行っています。以下にはその一部です。

①品質保持
平成１５年には有機農産物専門のパッケージセンターを、２３年には低温物流センターを大田市場内
に開設。大型冷蔵庫に低温作業所を併設し、農産物にとって最も重要な鮮度管理を徹底しています。

②放射性物質検査
福島原発事故による食品汚染への対応として放射線測定器を導入。平成24年2月から現在に至るま
で、残留放射性物質の自主検査を継続しています。※現在は要望があったときのみの対応となってお
ります。

③配送管理
すべての配送車に動態管理端末を搭載し、リアルタイムで各車両の運行状況を管理。各車両に「ドラ
イバー」「コース」「ルート」「到着時間」を登録し、車両の現在位置や交通状況を把握。到着予定時
間など、お客様からの問い合わせに対しても即時に対応できます。

■ 本当の“顔が見える関係”を
「有機栽培をはじめ、“大規模ではないからこそ出来る農業”があります。手間ひまやコストがかかっている
分、その価値を価格で表現していかなければ、生産者は仕事を継続できません。価値ある農産物を最良
の状態で運ぶのが大切なのはもちろんのことですが、持続可能な適正価格を、消費者の皆さんが納得し
た上で購入していただけるよう、情報の伝え方まで考えていかなければならないと思っています」と本多
さんは言います。「多くの場合、生産者の名前と顔写真を公開するだけで“生産者の顔が見える”ことをア
ピールしていますが、実際、その程度では“顔は見えていない”んですよね。なんとなく、安心・安全な雰囲
気を演出しているだけ」とも。どんな生産者がどのような思いや志を持ち、どのような農法で栽培している
のかを極力詳しく把握し、卸売り先や消費者にその情報が伝わるように努力していきたいとのことで、有
機JASマークはそのための一助になると考えているそうです。

■「あなたのお客さんは誰ですか？」
農家や生産者グループとコミュニケーションをとる中で、「次は何を作ればいいですか？」と訊かれること
があるそうです。そんな時、本多さんは、「あなたのお客さんは誰ですか？」と、逆に問いかけてみるのだと
か。市場や仲卸に商品を出荷したら終わり…ではなく、自分が育てた農産物を、どんな料理人や生活者
が、どう料理して、どのように食べているのか、どんな感想を持っているのか…を想像したり調べたりして、
次の仕事に繋げていく。ものづくりのプロフェッショナルとして、生産者にはそのような意識を持ってほしい
と本多さんは考えています。そのために、大治も、取引先や消費者の反応や意見を、出来るだけ産地と共
有するよう努めているとのこと。

■ 仲卸業者をうまく使ってほしい
食べものの安全・安心を求める消費者が増えていると言われながらも、日本における有機農業はなかな
か普及していないのが現状です。その原因がどこにあるのか、本多さんの意見をうかがってみました。「こ
れまでは、生産も物流も販売も、“有機農産物の業界”の内部だけでなんとかしようとしてきたことが一つ
の原因として考えられます。同じ意志やこだわりを持った人たちが仲間うちだけで固まっていたように思う
のです。けれども、農協・市場・仲卸など既存のシステムをうまく使うことで解決できる問題もあるし、コスト
ダウンが可能になる場合もあります。自分たちだけで一からシステムを構築して管理・運営していくのは、
膨大なお金と時間と労力がかかってしまい、もったいない。例えば、配送の方法に悩んだ結果、高い運賃
を払って宅配便で出荷すると、そのコストは、生産者・お店・消費者の皆さんが負担することになってしま
います。『あいつらは有機農業のことなんて分かっていないから』と切り捨ててしまうのではなく、集荷も
配送も、慣行農産物の物流に相乗りしてしまえばいい。」「また、大治は常に３０～４０台の配送用トラッ
クを確保し、都内や近郊の飲食店にスピーディーに配送しています。“大田市場からラストワンマイル”の
配送に関しては、きめ細やかな対応が可能ですから、そのネットワークも利用していただく価値があるか
と思います」　大田市場で青果を扱っている業者は１６５社ほどありますが、積極的に有機農産物を手
がけているのは、まだほんの数社。その中のリーダー的な存在として、大治は、“仲卸業者として有機農業
の拡大に貢献できること”にチャレンジし続けています。

株式会社大治
東京都大田区東海３-２-６ 大田市場内
■ Web サイト：https://www.daiharu.co.jp/
■ Web ショップ：https://ota-ichiba.com/
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空腹を満たすためだけに食べるのは、人間らしい食事とは言えません。
五感すべてを駆使して、感性で味わう。
それが、“見えない栄養分”となるのではないでしょうか？

■ “身元の確かな大豆”を無添加で
大豆は"畑の肉"と呼ばれますが、肉よりも低カロリーでノンコレステロール、しかも消化率が１００％に近
い、機能性に優れた食べものです。椿き家では、健康的な食材だからこそ、製法も出来る限り健康に配慮
したいと、良質な大豆・水・にがりだけを使い、品質改良剤・pH調整剤・消泡剤等とは無縁の豆腐づくり
をしています。主原料となる大豆はすべて国内産で非遺伝子組み換えのもの。生産者や栽培履歴が確
認できる“身元の確かな大豆”です。

■ “にがり”VS“化学的に合成された凝固剤”
豆乳を固めて豆腐にするためには「凝固剤」が必要で、伝統的な製法では“にがり”が使われます。にがり
とは、海水から塩を取り除く際にできる苦い液体のことで、主成分は塩化マグネシウムです。けれども近
年は扱いやすさやコスト面の都合から、化学的に合成された凝固剤（硫酸カルシウム・グルコノデルタラ
クトン・塩化カルシウム・硫酸マグネシウム等）を使用するメーカーが多くなりました。スーパーで豆腐を
買う時、パッケージに記載されている原材料名をチェックしてみてください。（椿き家では、凝固剤には昔
ながらの「にがり」のみを使用。）

■ 消泡剤とは？
消泡剤とは、その名の通り泡を消すためのものです。大豆の中にはサポニンという成分が入っています。
サポニンは水に溶かすとまるで石けんのように泡立つ性質を持っており、豆腐の製造時には大量に泡が
発生するため、その泡をなんとかしないと気泡だらけの豆腐になってしまうのです。本来の豆腐作りでは、
この泡をすくい取ったり何度も布で濾したりして泡を取り除いてきましたが、それでは手間も時間もかかり
生産効率が悪くなってしまうことから、手っ取り早く泡を消すために消泡剤を用いるメーカーが増えてい
きました。消泡剤には、油脂系消泡剤・グリセリン脂肪酸エステル・シリコーン樹脂等が用いられます。
（椿き家の場合は伝統的な製法を守っており、消泡剤は一切使用していません。）

■ 食材だけでなく食べ方も大事
椿き家では、稀少な国産の有機大豆を栽培している農家を応援したいと、「国産有機シリーズ」（豆腐・
豆乳・おから）の製造・販売に力を入れています。しかし、「望ましい食事は、良い食材を選ぶことだけで完
成するものではない」というのが折笠社長のポリシーです。「ごはんとおかずを一緒に口に入れると、おか
ずの味付けは濃くなってしまいがちなのです。ところが別 に々食べると、おかずが薄味でも満足できる。これ
だけのことで塩分や糖分の摂取量が変わってくるのです。」「一口30回以上噛むのが望ましい。箸置きを
用意して、時々箸を休ませながらゆっくりと味わう方が、消化のためにもいい。」「もともと日本食では、調味
料は“かける”ものではなく“つける”ものでした。そのことを意識するようになると、調味料を使う量が変わっ
ていくはずです。」「空腹を満たすためだけに食べるのは人間らしい食事とは言えません。五感すべてを
駆使して、感性で味わう。それが、“見えない栄養分”となるのではないでしょうか？」（折笠社長）

「住は一代、衣は二代、食は三代」という言葉があります。「住まいは一代でも築くことが出来る。着るものの
センスが良くなるためには二代かかる。良い食文化を育むためには三代かかる。」という意味です。「まっと
うな食材を選ぶこと。まっとうに調理すること。まっとうな食べ方を知って実践すること」は、親から子へ、そし
て孫へ…と、三代かけて築いていく家庭内の文化…ということでしょうか。ただ、幸いなことに、現代に生き
る私たちは昔の人 に々比べ、学ぼうと思えば簡単に情報が手に入る社会で生きています。“今日から”、“我
が家から”、“出来ることから”、食を整えていこうと意識してみると、三代を待つことなく健康な食が実現で
きるかもしれません。椿き家の関連会社（株式会社まざーずはーと）では、“良い食べものを選び”、“食べ方
を変え”、“暮らしを変える”ための知識を３年間かけて学ぶ「味覚の学校」を開講しています。

椿き家は、広島県三原市にある、１９８６（昭和６１）年創業の豆腐メーカー。昔ながらの大豆・水・にがりだけを使った豆腐をつくり続けています。代
表取締役の折笠廣司さんは北海道十勝の農家出身で、５歳の頃、自宅にあった農薬の空き袋をかぶって遊んでいたことが原因で胃潰瘍を患って
しまいました。その影響による体調不良は10代後半まで続き、農薬に対する強い不信感を覚えたといいます。それが原体験となり、後に、無添加の豆
腐づくりにこだわる椿き家を創業することに繋がりました。

代表取締役　折笠廣司さん

広島県三原市

株式会社椿き家
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【椿き家（つばきや）とは】

Organ i c  な「もの」「こと」「ひと」

使いやすさ
即効性がある（すぐに固まる）ため、豆乳に
加えるタイミングを見極めるのが難しく、職
人の経験や技術に頼るところが大きい。

豆乳に加えるタイミングが、にがりほどデリ
ケートではないため、比較的扱いやすい。

風味 大豆の甘みを引き出しやすいと言われて
いる。 

使用する物質や量によって、エグ味が残る
場合がある。

コスト 同じ量の大豆を使用した場合、製品となる豆
腐の数量は化学合成の凝固剤より少ない。

同じ量の大豆から出来る豆腐の数量は、
一般的ににがりを使った場合よりも多くな
るため、１丁あたりのコストが安くなるという
メリットがある。

にがり 化学的に合成された凝固剤



■ “身元の確かな大豆”を無添加で
大豆は"畑の肉"と呼ばれますが、肉よりも低カロリーでノンコレステロール、しかも消化率が１００％に近
い、機能性に優れた食べものです。椿き家では、健康的な食材だからこそ、製法も出来る限り健康に配慮
したいと、良質な大豆・水・にがりだけを使い、品質改良剤・pH調整剤・消泡剤等とは無縁の豆腐づくり
をしています。主原料となる大豆はすべて国内産で非遺伝子組み換えのもの。生産者や栽培履歴が確
認できる“身元の確かな大豆”です。

■ “にがり”VS“化学的に合成された凝固剤”
豆乳を固めて豆腐にするためには「凝固剤」が必要で、伝統的な製法では“にがり”が使われます。にがり
とは、海水から塩を取り除く際にできる苦い液体のことで、主成分は塩化マグネシウムです。けれども近
年は扱いやすさやコスト面の都合から、化学的に合成された凝固剤（硫酸カルシウム・グルコノデルタラ
クトン・塩化カルシウム・硫酸マグネシウム等）を使用するメーカーが多くなりました。スーパーで豆腐を
買う時、パッケージに記載されている原材料名をチェックしてみてください。（椿き家では、凝固剤には昔
ながらの「にがり」のみを使用。）

■ 消泡剤とは？
消泡剤とは、その名の通り泡を消すためのものです。大豆の中にはサポニンという成分が入っています。
サポニンは水に溶かすとまるで石けんのように泡立つ性質を持っており、豆腐の製造時には大量に泡が
発生するため、その泡をなんとかしないと気泡だらけの豆腐になってしまうのです。本来の豆腐作りでは、
この泡をすくい取ったり何度も布で濾したりして泡を取り除いてきましたが、それでは手間も時間もかかり
生産効率が悪くなってしまうことから、手っ取り早く泡を消すために消泡剤を用いるメーカーが増えてい
きました。消泡剤には、油脂系消泡剤・グリセリン脂肪酸エステル・シリコーン樹脂等が用いられます。
（椿き家の場合は伝統的な製法を守っており、消泡剤は一切使用していません。）

■ 食材だけでなく食べ方も大事
椿き家では、稀少な国産の有機大豆を栽培している農家を応援したいと、「国産有機シリーズ」（豆腐・
豆乳・おから）の製造・販売に力を入れています。しかし、「望ましい食事は、良い食材を選ぶことだけで完
成するものではない」というのが折笠社長のポリシーです。「ごはんとおかずを一緒に口に入れると、おか
ずの味付けは濃くなってしまいがちなのです。ところが別 に々食べると、おかずが薄味でも満足できる。これ
だけのことで塩分や糖分の摂取量が変わってくるのです。」「一口30回以上噛むのが望ましい。箸置きを
用意して、時々箸を休ませながらゆっくりと味わう方が、消化のためにもいい。」「もともと日本食では、調味
料は“かける”ものではなく“つける”ものでした。そのことを意識するようになると、調味料を使う量が変わっ
ていくはずです。」「空腹を満たすためだけに食べるのは人間らしい食事とは言えません。五感すべてを
駆使して、感性で味わう。それが、“見えない栄養分”となるのではないでしょうか？」（折笠社長）

「住は一代、衣は二代、食は三代」という言葉があります。「住まいは一代でも築くことが出来る。着るものの
センスが良くなるためには二代かかる。良い食文化を育むためには三代かかる。」という意味です。「まっと
うな食材を選ぶこと。まっとうに調理すること。まっとうな食べ方を知って実践すること」は、親から子へ、そし
て孫へ…と、三代かけて築いていく家庭内の文化…ということでしょうか。ただ、幸いなことに、現代に生き
る私たちは昔の人 に々比べ、学ぼうと思えば簡単に情報が手に入る社会で生きています。“今日から”、“我
が家から”、“出来ることから”、食を整えていこうと意識してみると、三代を待つことなく健康な食が実現で
きるかもしれません。椿き家の関連会社（株式会社まざーずはーと）では、“良い食べものを選び”、“食べ方
を変え”、“暮らしを変える”ための知識を３年間かけて学ぶ「味覚の学校」を開講しています。

株式会社椿き家
広島県三原市南方 3-12-1　TEL：0848-86-6666
■ Web サイト：https://www.tofu-tsubakiya.co.jp/index.html
株式会社まざーずはーと
■ 食材宅配：https://www.mothersheart.jp/
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開店当時に生まれて、ここでお食い初めをした子が、
受験の合格祝いの食事をしに来たり、
人生で初めてのお酒を飲んだりすることも。
レストランは、お客様の人生に関われる場所なんです。

■ 誰もが安心して外食できる場所を作りたい
オーナーシェフの玉城雄湖さんは、高校卒業後ニュージランドに渡航。現地レストランで修行を積み、帰
国後は名古屋・大阪のホテルやフレンチレストラン勤務を経て、ミルメルシーを開店しました。ホテルに
勤務していた頃にマクロビオティックに出会い、食材や調理法が体調や体質に直結することを実感。そ
れをきっかけに食材を改めて見直すようになり、オーガニックに辿り着いたといいます。

「オーガニックで丁寧に作られた野菜は、味も濃いし、調理した時の香りが際立っていることに驚きまし
た。ただ、値段が張るので、独立後しばらくはオーガニックから離れてしまっていたんです。」と玉城さん。
「けれど、以前体感したオーガニック食材の力が忘れられず、プロの料理人として、“本当は、さらに良い
食材で料理をしたい”という葛藤を常に抱えていました。一番上の素材、最もこだわった仕事を経験して
しまった後は、“値段が高いのだから仕方ない”と、自分に言い訳をするのが苦しくなってしまったんです
ね。」　さらに、奥様の食物アレルギーや喘息がひどく、安心して外食できる場所がなかったということに
も後押しされ、「採算は後回し。誰もが安心して外食できる場所を作ろう」と、オーガニックレストランへと
舵を切りました。

■ 食材はもちろん、内装にもこだわる
ミルメルシーでは、可能な限りオーガニックの農産物を使っています（有機ＪＡＳ認証がない場合でも、
農薬を一切使わないものや自然栽培のもの）。さらに、海産物は天然もの、塩・砂糖・オリーブオイル等は
オーガニックのもの。菜種油は化学物質で抽出したものではなくコールドプレスで圧搾したもの。小麦は
栽培履歴がはっきり分かる国内産のもの。副素材として加工食品を使う場合は、合成食品添加物や化
学調味料を使用していないもの、そして、遺伝子組み換えをおこなっていないもの。小さいお子さんや化
学物質に過敏な方もレストランでの食事を楽しんでいただけるようにと、食材の一つひとつを厳選してい
ます。

そして、農産物を仕入れる際は生産者を直接訪ねるのが玉城さんの流儀。「農家さんに目利きのアドバイ
スをもらったり、時には調理法まで教えてもらったりしながら、畑直送で仕入れています。オーガニックなら
何でもいい…ではなく、農家さんの人となりや本当に美味しいかどうか等を吟味して仕入れ先を選んで
います」とのこと。さらに、「食材がオーガニックなのだから店舗もオーガニックに」と、家具はもちろん、壁
や床の材料や塗料など内装素材もできる限りケミカルフリーなものを用いて改装しました。

■ あるがままの自然の姿を受け入れ、工夫をプラスする
オーガニックは素材の安定供給が難しいとよく言われますが、玉城さんはそれをネガティブなこととは捉
えていません。「作物を育てるということは、様 な々自然の要因に左右されやすい不安定なものなのです。
それをマイナス要素として捉えるのではなく、『昔の暮らしを思えば、こういうのって当たり前のことだった
よね。本来の自然な姿に立ち返って暮らしていくのって、ちょっと新鮮で面白かったりもするよね』と捉える
姿勢が、オーガニック食品を扱う者にとって大切なことかなと思っています。『オーガニックだから不安定
なのは仕方ない』」と上から目線で“許容”するのではなく、『そういったものである』と、まず“受容”するこ
と。そもそも、天からの恵みを人間の都合でコントロール出来るだなんて思わないこと。すべての価値観を
そこに寄せていくのが、私の考えるオーガニックライフです」。

…とはいえ、プロの料理人・経営者として、“複数の調達ルートを常に確保しておく”、”ある野菜が入手で
きなくなった場合、代替品で対応できるようメニューを考えておく”等、オーガニック農産物を取り扱うため
の工夫は決して怠っていません。また、オーガニックな調味料は一般品に比べて確かに高くなりがちです
が、味や香りがしっかりしているため、調理に工夫をすれば少量でも味付けがまとまりやすいそうです。

■ 相手の状況に配慮する優しさがオーガニックを広げる
生産者やお客様とのコミュニケーションをはかる上で、玉城さんが最も大切にしていること。それは、
「オーガニックが正しい。そうでないものは間違い…という二元論で語らないこと」。それから、「相手の生
活や事情に配慮した伝え方をすること」だといいます。

「たとえば、初めて有機栽培に取り組むとき、生産者には不安や怖さがあるのが当然です。うまくいかな
かった場合、収入や暮らしはどうなってしまうのだろう…と。そこに配慮して出来る限り不安を取り除く努
力をしたい。生産者がオーガニックという扉を開けてくれたことに、まずは感謝の気持ちを持つことが大
事だと思っています。」　「それがどんなに正しくて有益な情報であっても、受け取る側が幸せで楽しいと
感じている時でないと、新しいことは受け入れられないものです。相手がポジティブな環境で受け取れる
ように配慮しているか？　それまでの相手の人生を否定するような物言いになっていないか？　１回に１
つのことに絞って伝えているか（自分の思い優先で“伝えすぎて”はいないか）？　等、気を付けるようにし
ています。」　「たとえ身内であっても、相手を１００％コントロール下に置くことは出来ないし、また、その
必要もありません。自分の人生において重要だと思っていることが、相手にとっても大切であるとは限らな
い。相手の価値観や理解の度合いを無視して押し付けてしまうと、自分も相手も、抱えなくてもいいストレ
スを抱え込んでしまうことになります」。…等々、玉城さんの言葉には、“一人ひとりの歩幅やスピードに合
わせた伝え方”が大切なのだという思いが溢れていました。

「開店当時に生まれて、ここでお食い初めをした子が、合格祝いの食事をしに来たり、人生で初めてのお
酒を飲んだりすることも。お客様の人生に関わることができるレストランという場所を、これからも大切に
維持していきたいですね。」

「本当に安心な食材で作った料理をお届けする」をモットーとするフレンチレストラン。野菜ソムリエの資格を持つシェフが、生産者とのコミュニケー
ションを大事にしながら食材を集め、素材に合わせた調理法やユニークで斬新な組み合わせを考え、“自らが楽しみながら料理する”ことを大切に
運営しています。また、レストランメイドの味を気軽に楽しんでいただけるよう、ケータリングや、料理を真空パックでお届けする通販、お客様と会話し
ながら販売できるマルシェへの出店等、様 な々取り組みをおこなっています。

オーナーシェフ　玉城雄湖さん

大阪府大阪市

帝塚山ミルメルシー
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■ 誰もが安心して外食できる場所を作りたい
オーナーシェフの玉城雄湖さんは、高校卒業後ニュージランドに渡航。現地レストランで修行を積み、帰
国後は名古屋・大阪のホテルやフレンチレストラン勤務を経て、ミルメルシーを開店しました。ホテルに
勤務していた頃にマクロビオティックに出会い、食材や調理法が体調や体質に直結することを実感。そ
れをきっかけに食材を改めて見直すようになり、オーガニックに辿り着いたといいます。

「オーガニックで丁寧に作られた野菜は、味も濃いし、調理した時の香りが際立っていることに驚きまし
た。ただ、値段が張るので、独立後しばらくはオーガニックから離れてしまっていたんです。」と玉城さん。
「けれど、以前体感したオーガニック食材の力が忘れられず、プロの料理人として、“本当は、さらに良い
食材で料理をしたい”という葛藤を常に抱えていました。一番上の素材、最もこだわった仕事を経験して
しまった後は、“値段が高いのだから仕方ない”と、自分に言い訳をするのが苦しくなってしまったんです
ね。」　さらに、奥様の食物アレルギーや喘息がひどく、安心して外食できる場所がなかったということに
も後押しされ、「採算は後回し。誰もが安心して外食できる場所を作ろう」と、オーガニックレストランへと
舵を切りました。

■ 食材はもちろん、内装にもこだわる
ミルメルシーでは、可能な限りオーガニックの農産物を使っています（有機ＪＡＳ認証がない場合でも、
農薬を一切使わないものや自然栽培のもの）。さらに、海産物は天然もの、塩・砂糖・オリーブオイル等は
オーガニックのもの。菜種油は化学物質で抽出したものではなくコールドプレスで圧搾したもの。小麦は
栽培履歴がはっきり分かる国内産のもの。副素材として加工食品を使う場合は、合成食品添加物や化
学調味料を使用していないもの、そして、遺伝子組み換えをおこなっていないもの。小さいお子さんや化
学物質に過敏な方もレストランでの食事を楽しんでいただけるようにと、食材の一つひとつを厳選してい
ます。

そして、農産物を仕入れる際は生産者を直接訪ねるのが玉城さんの流儀。「農家さんに目利きのアドバイ
スをもらったり、時には調理法まで教えてもらったりしながら、畑直送で仕入れています。オーガニックなら
何でもいい…ではなく、農家さんの人となりや本当に美味しいかどうか等を吟味して仕入れ先を選んで
います」とのこと。さらに、「食材がオーガニックなのだから店舗もオーガニックに」と、家具はもちろん、壁
や床の材料や塗料など内装素材もできる限りケミカルフリーなものを用いて改装しました。

■ あるがままの自然の姿を受け入れ、工夫をプラスする
オーガニックは素材の安定供給が難しいとよく言われますが、玉城さんはそれをネガティブなこととは捉
えていません。「作物を育てるということは、様 な々自然の要因に左右されやすい不安定なものなのです。
それをマイナス要素として捉えるのではなく、『昔の暮らしを思えば、こういうのって当たり前のことだった
よね。本来の自然な姿に立ち返って暮らしていくのって、ちょっと新鮮で面白かったりもするよね』と捉える
姿勢が、オーガニック食品を扱う者にとって大切なことかなと思っています。『オーガニックだから不安定
なのは仕方ない』」と上から目線で“許容”するのではなく、『そういったものである』と、まず“受容”するこ
と。そもそも、天からの恵みを人間の都合でコントロール出来るだなんて思わないこと。すべての価値観を
そこに寄せていくのが、私の考えるオーガニックライフです」。

…とはいえ、プロの料理人・経営者として、“複数の調達ルートを常に確保しておく”、”ある野菜が入手で
きなくなった場合、代替品で対応できるようメニューを考えておく”等、オーガニック農産物を取り扱うため
の工夫は決して怠っていません。また、オーガニックな調味料は一般品に比べて確かに高くなりがちです
が、味や香りがしっかりしているため、調理に工夫をすれば少量でも味付けがまとまりやすいそうです。

■ 相手の状況に配慮する優しさがオーガニックを広げる
生産者やお客様とのコミュニケーションをはかる上で、玉城さんが最も大切にしていること。それは、
「オーガニックが正しい。そうでないものは間違い…という二元論で語らないこと」。それから、「相手の生
活や事情に配慮した伝え方をすること」だといいます。

「たとえば、初めて有機栽培に取り組むとき、生産者には不安や怖さがあるのが当然です。うまくいかな
かった場合、収入や暮らしはどうなってしまうのだろう…と。そこに配慮して出来る限り不安を取り除く努
力をしたい。生産者がオーガニックという扉を開けてくれたことに、まずは感謝の気持ちを持つことが大
事だと思っています。」　「それがどんなに正しくて有益な情報であっても、受け取る側が幸せで楽しいと
感じている時でないと、新しいことは受け入れられないものです。相手がポジティブな環境で受け取れる
ように配慮しているか？　それまでの相手の人生を否定するような物言いになっていないか？　１回に１
つのことに絞って伝えているか（自分の思い優先で“伝えすぎて”はいないか）？　等、気を付けるようにし
ています。」　「たとえ身内であっても、相手を１００％コントロール下に置くことは出来ないし、また、その
必要もありません。自分の人生において重要だと思っていることが、相手にとっても大切であるとは限らな
い。相手の価値観や理解の度合いを無視して押し付けてしまうと、自分も相手も、抱えなくてもいいストレ
スを抱え込んでしまうことになります」。…等々、玉城さんの言葉には、“一人ひとりの歩幅やスピードに合
わせた伝え方”が大切なのだという思いが溢れていました。

「開店当時に生まれて、ここでお食い初めをした子が、合格祝いの食事をしに来たり、人生で初めてのお
酒を飲んだりすることも。お客様の人生に関わることができるレストランという場所を、これからも大切に
維持していきたいですね。」

帝塚山ミルメルシー
大阪府大阪市住吉区東粉浜 1-5-15　TEL：06-6671-8001
■ Web サイト：https://millmercis.com/
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頭（知識や理屈）で食べるのではなく、
身体が自然に欲するものを美味しく食べる。
それが巡り巡って健康や環境を守ることに繋がるのが
理想的な食の在り方だと思います。

■ 始まりは自然食レストラン
「姉が体調を崩し、ガンかもしれないという話を聞いた時に、食の大切さに気づき栄養学と出会いまし
た。そして、同じ野菜でも農法や栽培技術によって味や栄養価に違いが出ることも知ったのです。健康的
な食生活のためには、原材料から吟味しなくてはいけないのだということが分かりました」と話すのは、代
表取締役の兼松賢一さん。その後、自分たちが目指す食の在り方を表現・提案する場として、東京・駒込
に自然食レストラン「ナーリッシュ」を開店。その後、レストランのメニューの中でヴィーガンバーガーの人
気が高かったことや、誰もが手軽に食べられるハンバーガーというものを追求してみたいと考えたことか
ら、ヴィーガンバーガーの専門店が誕生しました。（現在、駒込店は他の方が運営中）

■ 制限がある人も、そうでない人も、一緒に美味しい時間を
ハンバーガーの美味しさの要となるパティは、大豆ミートをベースに、きのこ・玉ねぎ・にんにく・ハーブなど
の野菜の旨味と歯ごたえをぎゅっと閉じ込めたもの。納得のいく味で、しかもしっとり柔らかな食感に仕上
がるまでに、数えきれないほどの試作を重ねたそうです。バンズは、全粒粉と天然酵母を用いたものや、小
麦粉不使用のグルテンフリーバンズを用意。近年、アレルギーをはじめとする健康上の理由や、宗教上の
理由、多様化する価値観やライフスタイル等から、“食の制限”がある方々が増えています。その一方で、
「そういう方々が安心して外食できる店が少ない」、「食に制限のある人とそうでない人が一緒に食事を
楽しめるお店を探すのが困難」といった問題も浮上してきました。これまで一般の消費者にとって、多くの
オーガニック・レストランやヴィーガン・レストランの料理は「味が薄い」「ボリューム感が今ひとつ」等、物
足りないと言われ、敬遠されがちだったのです。

けれどもナーリッシュのハンバーガーは、「ヘルシーながらボリュームたっぷり」「肉好きが食べても物足り
なさを感じない」と好評。食事の制限がある人も、そうでない人も、一緒に美味しく楽しく食事をしていま
す。具がたっぷりで高さ約１５ｃｍほどもある食べごたえのあるハンバーガーは男性客にも好評なようで、
取材にうかがった日もテイクアウトしていく男性客が何人か来店していました。

■ The place where I return myself （わたしがわたしに還る場所）
ナーリッシュのお店づくりのコンセプトは、「わたしがわたしに還る場所」。食の制限がある人、そうでない
人、しっかり食事をしたい人、お茶やスイーツを楽しみたい人、仕事帰りに一杯飲みたい人…。様 な々
人々がやってきては、思い思いに自分らしい時間を過ごしています。クラフトビール・オーガニックワイン・
オーガニックカクテル・オーガニックコーヒー・ディカフェコーヒーなどドリンクメニューも豊富です。

■ 健康と環境を守り、食のバリアフリーを実現する
ナーリッシュのメニューは、安心安全に配慮した食材を吟味して作られています。しかし兼松さんは、”これ
は身体にいいから”と自分に言い聞かせて食事をするということは勧めていません。「頭（知識や理屈）
で食べるのではなく、身体が自然に欲するものを美味しく食べる。それが巡り巡って健康や環境を守るこ
とに繋がるのが、理想的な食の在り方だと思います。」　（兼松さん）　カウンターを囲んで１０席ほどの
小さなお店ですが、これからの時代に益々必要となってくる“食のバリアフリー”を実現したお店として注目
されています。

『VEGAN BURGER NOURISH（ヴィーガンバーガーナーリッシュ）』は、神奈川県川崎市中原区、東急東横線「新丸子」駅から徒歩２分、「武蔵小
杉」駅から徒歩5分のところにあるヴィーガン・バーガーのお店。ジャンクフードの代名詞のように言われることの多いハンバーガーを、ヴィーガン仕
様で提供しています。しかも、オーガニック（有機）や自然栽培の原材料や伝統的な製法で作られた調味料など、選りすぐった素材のみを使用。
ヴィーガンの方 だ々けでなく、普段は肉や魚を食べている方も、「美味しいから」「これを食べていると身体の調子が良いから」という理由で繰り返
し訪れているそうです。
※ヴィーガン…ベジタリアンの一派。肉や魚のみならず、乳製品や蜂蜜などといった動物性の食材を一切摂取しない。
※自然栽培…農薬も肥料も使わない栽培のこと。植物と土が本来持っている力を引き出そうという農法。

代表取締役　兼松賢一さん

神奈川県川崎市

株式会社ナーリッシュ
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■ 始まりは自然食レストラン
「姉が体調を崩し、ガンかもしれないという話を聞いた時に、食の大切さに気づき栄養学と出会いまし
た。そして、同じ野菜でも農法や栽培技術によって味や栄養価に違いが出ることも知ったのです。健康的
な食生活のためには、原材料から吟味しなくてはいけないのだということが分かりました」と話すのは、代
表取締役の兼松賢一さん。その後、自分たちが目指す食の在り方を表現・提案する場として、東京・駒込
に自然食レストラン「ナーリッシュ」を開店。その後、レストランのメニューの中でヴィーガンバーガーの人
気が高かったことや、誰もが手軽に食べられるハンバーガーというものを追求してみたいと考えたことか
ら、ヴィーガンバーガーの専門店が誕生しました。（現在、駒込店は他の方が運営中）

■ 制限がある人も、そうでない人も、一緒に美味しい時間を
ハンバーガーの美味しさの要となるパティは、大豆ミートをベースに、きのこ・玉ねぎ・にんにく・ハーブなど
の野菜の旨味と歯ごたえをぎゅっと閉じ込めたもの。納得のいく味で、しかもしっとり柔らかな食感に仕上
がるまでに、数えきれないほどの試作を重ねたそうです。バンズは、全粒粉と天然酵母を用いたものや、小
麦粉不使用のグルテンフリーバンズを用意。近年、アレルギーをはじめとする健康上の理由や、宗教上の
理由、多様化する価値観やライフスタイル等から、“食の制限”がある方々が増えています。その一方で、
「そういう方々が安心して外食できる店が少ない」、「食に制限のある人とそうでない人が一緒に食事を
楽しめるお店を探すのが困難」といった問題も浮上してきました。これまで一般の消費者にとって、多くの
オーガニック・レストランやヴィーガン・レストランの料理は「味が薄い」「ボリューム感が今ひとつ」等、物
足りないと言われ、敬遠されがちだったのです。

けれどもナーリッシュのハンバーガーは、「ヘルシーながらボリュームたっぷり」「肉好きが食べても物足り
なさを感じない」と好評。食事の制限がある人も、そうでない人も、一緒に美味しく楽しく食事をしていま
す。具がたっぷりで高さ約１５ｃｍほどもある食べごたえのあるハンバーガーは男性客にも好評なようで、
取材にうかがった日もテイクアウトしていく男性客が何人か来店していました。

■ The place where I return myself （わたしがわたしに還る場所）
ナーリッシュのお店づくりのコンセプトは、「わたしがわたしに還る場所」。食の制限がある人、そうでない
人、しっかり食事をしたい人、お茶やスイーツを楽しみたい人、仕事帰りに一杯飲みたい人…。様 な々
人々がやってきては、思い思いに自分らしい時間を過ごしています。クラフトビール・オーガニックワイン・
オーガニックカクテル・オーガニックコーヒー・ディカフェコーヒーなどドリンクメニューも豊富です。

■ 健康と環境を守り、食のバリアフリーを実現する
ナーリッシュのメニューは、安心安全に配慮した食材を吟味して作られています。しかし兼松さんは、”これ
は身体にいいから”と自分に言い聞かせて食事をするということは勧めていません。「頭（知識や理屈）
で食べるのではなく、身体が自然に欲するものを美味しく食べる。それが巡り巡って健康や環境を守るこ
とに繋がるのが、理想的な食の在り方だと思います。」　（兼松さん）　カウンターを囲んで１０席ほどの
小さなお店ですが、これからの時代に益々必要となってくる“食のバリアフリー”を実現したお店として注目
されています。

VEGAN BURGER NOURISH（ヴィーガンバーガーナーリッシュ）
神奈川県川崎市中原区小杉町 1-526-21 笛木ビル 1F　TEL：044-543-8603
営業時間：11：30～21：00（L.O 20：30）※日曜営業　定休日：不定休
■ Web サイト：https://vegan-burger-nourish.business.site/
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オーガニックな暮らしが習慣になると、
自分の中に取捨選択の軸が出来、自分なりの“ものさし”が生まれます。
それは、時代にも人にも流されることなく、
毎日を自分らしく丁寧に生きるための種になります。

■ 主役は有機農産物
“街を耕す八百屋”としてスタートしたビオ・マルシェの主役は有機農産物です。契約農家の数は、現在、
全国に約３００軒。それぞれの農家さんが、その土地の気候風土に合わせて野菜や果物を育てていま
す。例えば定期宅配の野菜セットを１年間使ってみると、春限定のソラマメ、ナスやオクラなどの夏野菜、
秋から春までのレンコンなど、季節に応じた有機農産物が届く楽しみを味わったり、個性豊かで生命力
あふれる有機農産物の味や香りに感動したりと、自然のチカラを感じる豊かな時間が増えていきます。そ
んな時間を積み重ねていくことで、いつもの料理や食事の時間がちょっと丁寧に、そして楽しくなることを
体感し、オーガニックな暮らしのドアを開けてみてほしいと考えているのです。ビオ・マルシェがお届けし
たいと考えているのは、“お腹を満たすためだけの食”ではありません。“心まで満たされる『オーガニック
を基本とする暮らし』”です。

■ なぜ「有機JAS」なのか？
ビオ・マルシェは、自社で取り扱う有機農産物について１９９３年に国際基準に沿った独自基準をつくり、
“誰もが安心して選べるものさしづくり”に取り組んできました。そして２００１年の有機JAS法施行以降は、
より客観的で明確な基準として、独自基準から有機JAS法で定められた基準へと転換。有機JAS認証を
採用することのメリットは、“より確かなものさし”が出来るというところにあります。

■ 自然の声に耳を澄まし、季節を感じ、無理をせず、無駄を少なく。
「畑の様子も、生産者の人となりも、カタログの紙面やｗｅｂサイトで伝えることは出来ます。けれども、実
際にその場に足を運んでみると、格段に理解が進むのです」と話すのは、経営管理部課長の白藤貴宏さ
ん。そのためビオ・マルシェでは生産現場（畑）の見学、生産者と直接語り合えるイベント、オーガニックに
ついて学びを深めるセミナーや講習会などを大切にしています。

生産者と消費者の交流を目的として毎年行われるイベント「オーガニックライブ」、生産者の協力のもとで
開催される田植えや稲刈り、トウモロコシの収穫などの農業体験など、多彩な企画によって消費者が「農」
に触れる機会を設けること。（※新型コロナ以降はほとんどがオンライン開催）　従業員に「オーガニック
リテラシー講座」や「有機JAS講習会」の受講を推奨し、有機農産物や有機JAS制度、消費者の動向や商
品に関する知識等を学べる環境を整えること。いずれも、オーガニックを理解するための取り組みです。

野菜の作り方や育ち方を知る。生産者の想いや手間ひまを想像する。命のありがたみを感じながら美味
しくいただく。…それらの経験を通して、“自分のものさしで丁寧に選び、その選択に責任を持つ”ように、自
分を育てる。自然の声に耳を澄まし、季節を感じ、無理をせず。…それが、ビオ・マルシェの考えるオーガ
ニックライフです。

「安心で美味しいオーガニックを、一部の特別な人だけでなく、求めるすべての人に届けたい」…そんな想いを抱き、１９８３年、兵庫県西宮市の小
さな八百屋としてビオ・マルシェはスタートしました。当時のスローガンは、「街を耕す百姓になろう！」。　“有機農業を広げていくことが、自然環境
に配慮した持続可能な社会をつくり、食べる人々の豊かな暮らしをつくることにつながる”。　“そのために、生産者が畑を耕し、ビオ・マーケットと消
費者の一人ひとりが街を耕していくのだ”という気概が込められていました。
現在は、有機野菜やオーガニック食品を週に１度消費者の自宅にお届けする「宅配事業」を主軸とし、百貨店・スーパーマーケット・自然食品店・外
食産業・学校給食等への「卸売り」、1品から注文できる「ネットショップ」等を手がけており、オーガニックなアイテムが様 な々人の手に届きやすくな
るよう活動しています。
※「ビオ・マルシェ」とは、株式会社ビオ・マーケットの考えるオーガニックを広げ、様 な々商品やサービスを提供していくためのブランドです。

経営管理部 部長　安本優作さん
経営管理部 課長　白藤貴宏さん

大阪府豊中市

ビオ・マルシェ（株式会社ビオ・マーケット）
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■ 主役は有機農産物
“街を耕す八百屋”としてスタートしたビオ・マルシェの主役は有機農産物です。契約農家の数は、現在、
全国に約３００軒。それぞれの農家さんが、その土地の気候風土に合わせて野菜や果物を育てていま
す。例えば定期宅配の野菜セットを１年間使ってみると、春限定のソラマメ、ナスやオクラなどの夏野菜、
秋から春までのレンコンなど、季節に応じた有機農産物が届く楽しみを味わったり、個性豊かで生命力
あふれる有機農産物の味や香りに感動したりと、自然のチカラを感じる豊かな時間が増えていきます。そ
んな時間を積み重ねていくことで、いつもの料理や食事の時間がちょっと丁寧に、そして楽しくなることを
体感し、オーガニックな暮らしのドアを開けてみてほしいと考えているのです。ビオ・マルシェがお届けし
たいと考えているのは、“お腹を満たすためだけの食”ではありません。“心まで満たされる『オーガニック
を基本とする暮らし』”です。

■ なぜ「有機JAS」なのか？
ビオ・マルシェは、自社で取り扱う有機農産物について１９９３年に国際基準に沿った独自基準をつくり、
“誰もが安心して選べるものさしづくり”に取り組んできました。そして２００１年の有機JAS法施行以降は、
より客観的で明確な基準として、独自基準から有機JAS法で定められた基準へと転換。有機JAS認証を
採用することのメリットは、“より確かなものさし”が出来るというところにあります。

■ 自然の声に耳を澄まし、季節を感じ、無理をせず、無駄を少なく。
「畑の様子も、生産者の人となりも、カタログの紙面やｗｅｂサイトで伝えることは出来ます。けれども、実
際にその場に足を運んでみると、格段に理解が進むのです」と話すのは、経営管理部課長の白藤貴宏さ
ん。そのためビオ・マルシェでは生産現場（畑）の見学、生産者と直接語り合えるイベント、オーガニックに
ついて学びを深めるセミナーや講習会などを大切にしています。

生産者と消費者の交流を目的として毎年行われるイベント「オーガニックライブ」、生産者の協力のもとで
開催される田植えや稲刈り、トウモロコシの収穫などの農業体験など、多彩な企画によって消費者が「農」
に触れる機会を設けること。（※新型コロナ以降はほとんどがオンライン開催）　従業員に「オーガニック
リテラシー講座」や「有機JAS講習会」の受講を推奨し、有機農産物や有機JAS制度、消費者の動向や商
品に関する知識等を学べる環境を整えること。いずれも、オーガニックを理解するための取り組みです。

野菜の作り方や育ち方を知る。生産者の想いや手間ひまを想像する。命のありがたみを感じながら美味
しくいただく。…それらの経験を通して、“自分のものさしで丁寧に選び、その選択に責任を持つ”ように、自
分を育てる。自然の声に耳を澄まし、季節を感じ、無理をせず。…それが、ビオ・マルシェの考えるオーガ
ニックライフです。

株式会社ビオ・マーケット
大阪府豊中市名神口 1-6-1（本社）　TEL：06-6866-1583
■ Web サイト：https://biomarche.jp/
■ ネットショップ＆取扱店：https://biomarche.jp/shoplist
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“山奥で自然のまま放ったらかしで育ったようなお茶”から、
“農薬や化学肥料に頼らず手間ひまかけて育てたお茶”へ。
日本の有機茶が進化していることを、
もっと多くの消費者に伝えていくべきだと思っています。

■ “日常茶飯事”を大切に
“日常茶飯事”という言葉に象徴されるように、毎日の暮らしに密着した存在であるお茶。菱和園では、全
国から厳選した良質な茶葉を、自社工場内のドラム式火入れ機を用い、茶葉が持つ旨みや香りが最大
限に引き出されるよう、少量ずつ丁寧に焙煎加工しています。

■ 様 な々シーンに対応するラインナップ
近年、ペットボトル入りのお茶の需要が増え、自宅に急須がないという家庭も増えています。お茶業界で
はそのことを嘆く声も多いのですが、菱和園は多様化するライフスタイルに寄り添い、急須でゆったりと淹
れる煎茶から、高品質なティーバッグ、お湯を注ぐだけで手軽に飲めて茶殻の始末が不要な粉末茶まで、
幅広く製品を取り揃えています。

■ オーガニックへの取り組み
豊富なラインナップを誇る菱和園ですが、有機栽培茶への取り組みには特に力を入れています。２０２０
年２月に農林水産省が公表した「品目別残量農薬基準値」をもとに、各国におけるお茶の残留農薬基
準を比較してみると、日本の基準は諸外国よりも高い数値であることが分かります。「毎日飲むものだから
こそ、より安心・安全なお茶を取り扱いたい」というバイヤーのニーズがきっかけだったので、有機茶の取
扱いをスタートすること自体はさほどハードルが高くなかったそうですが、より多くの消費者に支持される
ためには、まだまだ工夫や努力の余地があると、代表取締役の山田仁子さんは言います。

「有機のお茶は、味や香りが薄くて美味しくない…という声を聞くことがあります。有機JAS法が施行され
たのは２０年ほど前のことになりますが、当時の有機茶には、“山奥で放ったらかしのように育った、茶葉
が硬くて風味が弱いお茶”も少なくなかったのです。そのイメージがいまだに残っていて、有機茶は不味
いと思い込んでいるお客様もいらっしゃるのだと思いますが、“放ったらかし有機”のお茶と、“農薬や化学
肥料に頼らない丁寧な土づくりをおこない、手間ひまかけて育てた有機”のお茶は、やはり味も香りも違
います。」「まずは、本当に美味しい有機茶を飲んでいただく“きっかけ”を作る。そして、日本の有機茶が進
化していることを知っていただく。そのためには、パッケージデザインや商品名、情報発信の仕方なども大
切だと考えています。」（山田さん）

■レインフォレスト・アライアンス認証
近年、アメリカやヨーロッパにおける抹茶の需要が増えており、菱和園も輸出に対応しています。そして、「有
機認証があるというだけでは、価格の安い中国産オーガニック茶に対抗できない。“オーガニックであるこ
とは大前提”で、プラスアルファの差別化をはかる必要がある」と考えるようになったそうです。そのような背
景を踏まえて生産者と協議した末、「レインフォレスト・アライアンス認証」の取得に踏み切ることに。

「レインフォレスト・アライアンス認証」は、カエルのマークが目印。その製品または原料が、サスティナビリ
ティ（持続可能性）に貢献する手法によって生産されたものであることを意味しており、「農園の環境」、
「土壌・水を含めた天然資源」、「生態系や生物多様性」、「労働者の労働条件や、その家族・地域社会
を含めた教育・福祉」等を守ることを目的としています。

オーガニック認証に加えレインフォレスト・アライアンス認証を取得したことにより、菱和園の海外での評
価は確実に高まりました。ただ、日本国内における消費者の反応はいまひとつなのだとか。レインフォレス
ト認証の創設者はアメリカの環境活動家であるダニエル・カッツ氏。彼が熱帯雨林の保護活動に関わっ
ていたことから「レインフォレスト・アライアンス」という名称になったわけですが、日本の消費者にとって
はレインフォレストという言葉の持つイメージが強すぎて、「コーヒーなら分かるけど、なぜ日本茶が？」と
いう疑問が湧いてしまうのかもしれません。「有機JASマーク」も、「レインフォレスト・アライアンス認証の
カエルマーク」も、人の健康と地域の環境に負荷を与えない生産方法であることの証しですから、消費
者の理解が進むよう、菱和園の今後の展開に期待したいところです。

厄除け（八方除け）で全国的に名高い「寒川神社」のある神奈川県高座郡寒川町。１９６７（昭和４２）年創業の菱和園は、その寒川町でお茶の製
造・販売を手がけている会社です。全国の産地に実際に足を運び、自分たちの目で茶畑を見てまわって、土づくりから丹精こめて栽培している信頼
のおける生産者を厳選しています。仕入れた茶葉は自社工場内で職人が、その日の気温や湿度を考慮しながら少量ずつ焙煎。その丁寧な焙煎技
術には定評があります。
※愛知県や山梨県にも同じ名前のお茶屋さんがありますが、別々の会社です

代表取締役　山田仁子さん

神奈川県高座郡

株式会社菱和園
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■ “日常茶飯事”を大切に
“日常茶飯事”という言葉に象徴されるように、毎日の暮らしに密着した存在であるお茶。菱和園では、全
国から厳選した良質な茶葉を、自社工場内のドラム式火入れ機を用い、茶葉が持つ旨みや香りが最大
限に引き出されるよう、少量ずつ丁寧に焙煎加工しています。

■ 様 な々シーンに対応するラインナップ
近年、ペットボトル入りのお茶の需要が増え、自宅に急須がないという家庭も増えています。お茶業界で
はそのことを嘆く声も多いのですが、菱和園は多様化するライフスタイルに寄り添い、急須でゆったりと淹
れる煎茶から、高品質なティーバッグ、お湯を注ぐだけで手軽に飲めて茶殻の始末が不要な粉末茶まで、
幅広く製品を取り揃えています。

■ オーガニックへの取り組み
豊富なラインナップを誇る菱和園ですが、有機栽培茶への取り組みには特に力を入れています。２０２０
年２月に農林水産省が公表した「品目別残量農薬基準値」をもとに、各国におけるお茶の残留農薬基
準を比較してみると、日本の基準は諸外国よりも高い数値であることが分かります。「毎日飲むものだから
こそ、より安心・安全なお茶を取り扱いたい」というバイヤーのニーズがきっかけだったので、有機茶の取
扱いをスタートすること自体はさほどハードルが高くなかったそうですが、より多くの消費者に支持される
ためには、まだまだ工夫や努力の余地があると、代表取締役の山田仁子さんは言います。

「有機のお茶は、味や香りが薄くて美味しくない…という声を聞くことがあります。有機JAS法が施行され
たのは２０年ほど前のことになりますが、当時の有機茶には、“山奥で放ったらかしのように育った、茶葉
が硬くて風味が弱いお茶”も少なくなかったのです。そのイメージがいまだに残っていて、有機茶は不味
いと思い込んでいるお客様もいらっしゃるのだと思いますが、“放ったらかし有機”のお茶と、“農薬や化学
肥料に頼らない丁寧な土づくりをおこない、手間ひまかけて育てた有機”のお茶は、やはり味も香りも違
います。」「まずは、本当に美味しい有機茶を飲んでいただく“きっかけ”を作る。そして、日本の有機茶が進
化していることを知っていただく。そのためには、パッケージデザインや商品名、情報発信の仕方なども大
切だと考えています。」（山田さん）

■レインフォレスト・アライアンス認証
近年、アメリカやヨーロッパにおける抹茶の需要が増えており、菱和園も輸出に対応しています。そして、「有
機認証があるというだけでは、価格の安い中国産オーガニック茶に対抗できない。“オーガニックであるこ
とは大前提”で、プラスアルファの差別化をはかる必要がある」と考えるようになったそうです。そのような背
景を踏まえて生産者と協議した末、「レインフォレスト・アライアンス認証」の取得に踏み切ることに。

「レインフォレスト・アライアンス認証」は、カエルのマークが目印。その製品または原料が、サスティナビリ
ティ（持続可能性）に貢献する手法によって生産されたものであることを意味しており、「農園の環境」、
「土壌・水を含めた天然資源」、「生態系や生物多様性」、「労働者の労働条件や、その家族・地域社会
を含めた教育・福祉」等を守ることを目的としています。

オーガニック認証に加えレインフォレスト・アライアンス認証を取得したことにより、菱和園の海外での評
価は確実に高まりました。ただ、日本国内における消費者の反応はいまひとつなのだとか。レインフォレス
ト認証の創設者はアメリカの環境活動家であるダニエル・カッツ氏。彼が熱帯雨林の保護活動に関わっ
ていたことから「レインフォレスト・アライアンス」という名称になったわけですが、日本の消費者にとって
はレインフォレストという言葉の持つイメージが強すぎて、「コーヒーなら分かるけど、なぜ日本茶が？」と
いう疑問が湧いてしまうのかもしれません。「有機JASマーク」も、「レインフォレスト・アライアンス認証の
カエルマーク」も、人の健康と地域の環境に負荷を与えない生産方法であることの証しですから、消費
者の理解が進むよう、菱和園の今後の展開に期待したいところです。

株式会社菱和園
神奈川県高座郡寒川町倉見 1134　TEL：0467-72-6025
■ Web サイト：https://www.hishiwaen.com/
■ オンラインショップ：https://www.hishiwaen.com/collections/all
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“顔が見える関係”であっても、
安心・安全が担保できているとは限らない。
だから、生産者一人ひとりを実際に訪ねて
人となりや仕事ぶりに触れるようにしています。

■ 人気アイテムは、店内工房のお弁当
常連のお客様に特に人気が高いのは、店内工房で手作りされるお弁当。ごはんは白米だけでなく雑穀
米や発芽玄米も使われ、おかずは昔ながらの製法で作られた調味料で味付けされ、減塩弁当も用意さ
れ…と、食にこだわりのある方 の々ツボを抑えたラインナップ。

■ 株式会社ヘルスライフとは？
創業以来、約４０年にわたり健康に関する事業に取り組んできた企業で、現在はオーガニックや無添加
にこだわったお店を積極的に展開中。特に力を入れているのが農産物で、有機JAS 野菜を中心に、自然
農法や特別栽培農産物等、豊かな土壌で農薬や化学肥料に頼らずに育てられたもの、なるべく地元の
農家で生産されたものを取り扱っています。直営店舗は１０店舗（京都・大阪・兵庫・滋賀）、さらに、関連
会社である株式会社ネットプランニングが手がけるパートナー店舗は３店舗（京都・埼玉・神奈川）を展
開中。（２０２２年２月現在）　健康になるために大切なオーガニックライフを広げることを目指し、身近な
ところで手軽にオーガニック製品が買える環境づくりを推進しています。

■ “顔が見える関係”は、本当に顔が見えているのか？
２０～３０年ほど前からでしょうか、多くのスーパーの野菜売り場に、生産者の顔写真と氏名を掲載した
パネルやPOPが並ぶようになり、“顔が見える関係”という言葉が溢れるようになりました。でも、果たしてそ
れらのすべてが、本当に“顔が見える関係”と言えるのでしょうか？　顔写真と氏名を見たくらいでは、「ど
んな生産者が、どのように育てた野菜なのか？」が見えてきません。

「残念ながら、現在、多くの小売店が掲げている“顔の見える関係”では、安心・安全が担保出来ていると
は限らない」と話すのは、株式会社ヘルスライフで管理部兼店舗営業部部長を、株式会社ネットプラン
ニングで代表取締役を務める和田真也さん。では、「Farmer’ｓ」や姉妹店舗では、どのようにして“本当
に顔が見える関係”を築いているのでしょうか？

■ “バイヤー”がいない会社
「私たちの会社には”商品部”がありません。だからバイヤーがいないんです。いや、いないというより、ス
タッフ全員がバイヤーであると言った方がいいかもしれません」（和田さん）　「Farmer’s」も、その姉妹
店も、社員やアルバイトの区別なく、皆が産地を回ったり、メーカーの担当者による勉強会に参加したりし
ているのだそう。「生産者一人ひとりを実際に訪ねて、人となりや仕事ぶりに触れてみなければ、本当に
顔の見える関係を築くことはできません」と和田さんは言います。

各スタッフごとに、好きな生産者がいて、好きな商品があるため、お店ごとに仕入れるアイテムが違うとい
うこともよくある話なのだとか。お客様とスタッフとの会話の中で、「〇〇が欲しいんだけど…」「じゃあ、探
してきます！」…というような流れで取扱いが決まったアイテムもあるようです。“どの店舗に言っても同じ品
揃え”というチェーン展開とは異なり、地域のお客様の声とスタッフの思い入れによって、各店のカラーが
決まっていくのでしょう。

■ “顔の見える関係”を客観的に担保できる有機JAS
このようにして、スタッフと生産者の“本当に顔が見える関係”づくりに尽力する一方で、和田さんはこうも
言います。「安心・安全を客観的に担保できるシステムは、いまのところ有機JAS認証のみ。実際、お客様
の中にも、有機JASマークがついている商品だけを選んで購入する方々がいらっしゃいます。費用や手間
ひまがかかることなので決して押し付けるわけにはいきませんが、生産者の皆さんには、可能な限り有機
JAS認証を取得することを努力目標としていただけたら…と思っています。」

■ 有機野菜の価格を“あと少し”安くするために
国産有機農産物の消費拡大のために最も重要な課題は、“物流網の構築”だと和田さんは言います。「現
在の有機野菜の価格は、通常の野菜の1.5～2倍ほどです。これが1.2～1.5倍になると、動きは大きく変
わってきます。現状、小さな商店や八百屋は生産者から宅配便で野菜を仕入れていることも多く、配送コ
ストの高さがそのまま販売価格に反映されてしまっています。官公庁や地方自治体が物流網の構築をサ
ポートしてくれるとありがたいですね。小さな店が取り残されないような物流網があれば、有機野菜を販
売できるリアル店舗がグンと増え、消費量・生産量を増やすことに繋がるはずです。」

京都市上京区、神宮丸太町駅から鴨川を渡った先にあるオーガニックのスーパーマーケット。店内には、農薬や化学肥料を使用していない、又は
使用量を極力抑えた農産物をはじめ（ほとんどが地元・京都の農家のもの）、若狭小浜湾でその日の朝に水揚げされた天然魚、合成食品添加物
を使用しない加工食品などが所狭しと並んでいます。洗剤やシャンプーなどの生活用品も置いてあり、“オーガニックな食とライフスタイルを実現し
たい人は、とりあえずここに来れば一通りなんでも揃う”と言えそうです。

株式会社ヘルスライフ 管理部 兼 店舗事業部 部長 
株式会社ネットプランニング　代表取締役　和田真也さん

京都市上京区
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【Ｆａｒｍer ’ｓ（ｒファーマーズ）とは】

Organ i c  な「もの」「こと」「ひと」

Farmer’ｓ 河原町丸太町店（株式会社ヘルスライフ）



■ 人気アイテムは、店内工房のお弁当
常連のお客様に特に人気が高いのは、店内工房で手作りされるお弁当。ごはんは白米だけでなく雑穀
米や発芽玄米も使われ、おかずは昔ながらの製法で作られた調味料で味付けされ、減塩弁当も用意さ
れ…と、食にこだわりのある方 の々ツボを抑えたラインナップ。

■ 株式会社ヘルスライフとは？
創業以来、約４０年にわたり健康に関する事業に取り組んできた企業で、現在はオーガニックや無添加
にこだわったお店を積極的に展開中。特に力を入れているのが農産物で、有機JAS 野菜を中心に、自然
農法や特別栽培農産物等、豊かな土壌で農薬や化学肥料に頼らずに育てられたもの、なるべく地元の
農家で生産されたものを取り扱っています。直営店舗は１０店舗（京都・大阪・兵庫・滋賀）、さらに、関連
会社である株式会社ネットプランニングが手がけるパートナー店舗は３店舗（京都・埼玉・神奈川）を展
開中。（２０２２年２月現在）　健康になるために大切なオーガニックライフを広げることを目指し、身近な
ところで手軽にオーガニック製品が買える環境づくりを推進しています。

■ “顔が見える関係”は、本当に顔が見えているのか？
２０～３０年ほど前からでしょうか、多くのスーパーの野菜売り場に、生産者の顔写真と氏名を掲載した
パネルやPOPが並ぶようになり、“顔が見える関係”という言葉が溢れるようになりました。でも、果たしてそ
れらのすべてが、本当に“顔が見える関係”と言えるのでしょうか？　顔写真と氏名を見たくらいでは、「ど
んな生産者が、どのように育てた野菜なのか？」が見えてきません。

「残念ながら、現在、多くの小売店が掲げている“顔の見える関係”では、安心・安全が担保出来ていると
は限らない」と話すのは、株式会社ヘルスライフで管理部兼店舗営業部部長を、株式会社ネットプラン
ニングで代表取締役を務める和田真也さん。では、「Farmer’ｓ」や姉妹店舗では、どのようにして“本当
に顔が見える関係”を築いているのでしょうか？

■ “バイヤー”がいない会社
「私たちの会社には”商品部”がありません。だからバイヤーがいないんです。いや、いないというより、ス
タッフ全員がバイヤーであると言った方がいいかもしれません」（和田さん）　「Farmer’s」も、その姉妹
店も、社員やアルバイトの区別なく、皆が産地を回ったり、メーカーの担当者による勉強会に参加したりし
ているのだそう。「生産者一人ひとりを実際に訪ねて、人となりや仕事ぶりに触れてみなければ、本当に
顔の見える関係を築くことはできません」と和田さんは言います。

各スタッフごとに、好きな生産者がいて、好きな商品があるため、お店ごとに仕入れるアイテムが違うとい
うこともよくある話なのだとか。お客様とスタッフとの会話の中で、「〇〇が欲しいんだけど…」「じゃあ、探
してきます！」…というような流れで取扱いが決まったアイテムもあるようです。“どの店舗に言っても同じ品
揃え”というチェーン展開とは異なり、地域のお客様の声とスタッフの思い入れによって、各店のカラーが
決まっていくのでしょう。

■ “顔の見える関係”を客観的に担保できる有機JAS
このようにして、スタッフと生産者の“本当に顔が見える関係”づくりに尽力する一方で、和田さんはこうも
言います。「安心・安全を客観的に担保できるシステムは、いまのところ有機JAS認証のみ。実際、お客様
の中にも、有機JASマークがついている商品だけを選んで購入する方々がいらっしゃいます。費用や手間
ひまがかかることなので決して押し付けるわけにはいきませんが、生産者の皆さんには、可能な限り有機
JAS認証を取得することを努力目標としていただけたら…と思っています。」

■ 有機野菜の価格を“あと少し”安くするために
国産有機農産物の消費拡大のために最も重要な課題は、“物流網の構築”だと和田さんは言います。「現
在の有機野菜の価格は、通常の野菜の1.5～2倍ほどです。これが1.2～1.5倍になると、動きは大きく変
わってきます。現状、小さな商店や八百屋は生産者から宅配便で野菜を仕入れていることも多く、配送コ
ストの高さがそのまま販売価格に反映されてしまっています。官公庁や地方自治体が物流網の構築をサ
ポートしてくれるとありがたいですね。小さな店が取り残されないような物流網があれば、有機野菜を販
売できるリアル店舗がグンと増え、消費量・生産量を増やすことに繋がるはずです。」

Farmer's 河原町丸太町店
京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町 536　TEL：075-212-6340　営業時間：8:00 ～ 20:00　定休日：無休
■ Web サイト（株式会社ヘルスライフ）：http://healthlife.co.jp/index.html
■ 店舗一覧：http://healthlife.co.jp/index.html
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有機食品を普及する上で一番欠けているものは、
消費者向けの情報伝達ではないでしょうか。
理解してもらえるのを待つのではなく、
消費者の前に出ていって伝える気概が必要だと思います。

■ 消費者の“御用蔵”
ヤマキ醸造株式会社は、１９０２（明治35）年の創業以来１２０年間にわたり、代々受け継がれてきた伝
統の杉桶を使用し、昔ながらの醸造法によって味噌・醤油を造り続けています。かつて味噌や醤油は各
家庭で手作りされており、化学合成添加物等が使用されることはありませんでした。ヤマキ醸造は、“各家
庭に代わってお客様の味噌や醤油を醸造する（＝御用を請け負う）蔵である”という考えから「御用蔵」
を名乗り、熟練の職人による伝統の味を消費者に届けています。

■どこまでも安心・安全を追求
ヤマキ醸造グループが使用する原材料は、国産有機栽培または国産特別栽培のもの。農薬・化学肥料・
除草剤などを一切使わない農法を親子２代にわたって６０年間実践してきた須賀さんが代表を務める
「有限会社豆太郎」をはじめ、環境保全型農業に従事する全国の生産者から、丹精込めて育てた大豆・
小麦・米・野菜などが届きます。良質な素材の風味を大切に活かすため、化学合成添加物や旨味調味料
（化学調味料）は一切使っていません。豆太郎の野菜をヤマキ醸造の調味料で漬け込んだお漬物も、と
ても人気の高い商品です。

■ 伝統と、革新と
長年続く息の長い企業は、伝統を守るだけでなく新しいことにもチャレンジし、変化し続けているものだ
と言われます。ヤマキ醸造グループも例外ではありません。以下は、これまでに取り組んできた“チャレン
ジ”の一部です。

●日本で流通している有機大豆の９３％が輸入ものである中、生産者との密接なネットワークにより、国
産の有機または特別栽培大豆を１００％使用。

●２００１年、有機JAS法が施行されると、いちはやく有機JAS認証を取得。

●耕作放棄地や遊休農地の活用を推進。生協と連携して有機大豆の栽培をおこない、「大豆トラスト運
動」を展開。

●有機農業を実践的に学ぶ「畑の楽校（がっこう）」を、およそ２０年にわたって運営。

●グループ内で「味噌」「醤油」「豆腐」「漬物」という４本柱の製造を手がけることにより、一般の流通に
は乗りにくい規格外の農産物も引き受けることができ、生産農家を支えることができるようになった。

●生産現場への理解を深めてもらえるよう、消費者を対象とした見学会・イベント・ものづくり体験等を積
極的に開催。

■ ヨーロッパで注目される日本の発酵食品
新型コロナウィルスによるパンデミックが深刻な社会問題となったイタリアやフランスでは、「ワクチンを
打つだけでなく、良質な発酵食品を積極的に食べて腸内環境を整え、免疫力をアップしよう」という声が
高まりました。それを受けて、日本の味噌や醤油を日常の料理に取り入れる家庭が急増しているといいま
す。ヤマキ醸造の製品も海外からの引き合いが増えたそうです。「輸出する際にモノを言うのが、有機JAS
認証を取得していること」と、シニアアドバイザーの角掛康弘さんは言います。日本よりもずっとオーガニッ
ク認証が普及している欧米において、第三者である認証団体により客観的に安全性が担保されている
ことは、とても重要なポイントなのです。

■ 消費者が理解しやすい情報発信を
海外生活の経験を持ち、諸外国のオーガニック事情を見てきた角掛さんに、「日本国内でもっとオーガ
ニックが広がるために、必要なことはなんでしょう？」と質問してみると、次のような答えが返ってきました。
「有機食品を普及する上で一番欠けているものは、消費者向けの情報伝達ではないでしょうか。理解し
てもらえるのを待つのではなく、消費者の前に出ていって伝える気概が必要だと思います。」「わざわざヤ
マキの商品を選んでくださるようなバイヤーさん達は、比較的簡単に有機食品の良さを理解してくださ
います。けれども、そこから先…、つまり、店頭における情報伝達は、まだまだ未熟と言わざるを得ません。
メーカーである私たちも小売店まかせにするのではなく、パッケージ・商品コピー・店頭POPなどを駆使し
て、消費者の方々が理解しやすい情報発信を心がけるべきだと考えています。」　“伝えているかどうか”
だけでなく、“伝わっているかどうか”も気にすることが重要なのですね。

手つかずの自然が残る埼玉県児玉郡神川町（旧神泉村）。秩父山系・城峰山より湧き出でる銘水「神泉水」のふるさとでもあります。ここを本拠地
とする「ヤマキ醸造グループ」は、「ヤマキ醸造株式会社（味噌・醤油製造業、豆腐製造業）」、「有限会社豆太郎（有機農産物栽培）」、グループ
企業の加工食品や有機農産物の販売・卸を手がける「株式会社ヤマキ」によって構成されています。共通のコンセプトは、「自然と人間の調和」、
「豊かな自然の中で実現する本物のものづくり」、「土づくりから製品の製造まで一貫して安全・安心にこだわる姿勢」、「日本の伝統的な食文化
の伝承」です。

相談役 販売部 シニアアドバイザー　角掛康弘さん

埼玉県児玉郡

ヤマキ醸造グループ（株式会社ヤマキ／ヤマキ醸造株式会社 他）
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■ 消費者の“御用蔵”
ヤマキ醸造株式会社は、１９０２（明治35）年の創業以来１２０年間にわたり、代々受け継がれてきた伝
統の杉桶を使用し、昔ながらの醸造法によって味噌・醤油を造り続けています。かつて味噌や醤油は各
家庭で手作りされており、化学合成添加物等が使用されることはありませんでした。ヤマキ醸造は、“各家
庭に代わってお客様の味噌や醤油を醸造する（＝御用を請け負う）蔵である”という考えから「御用蔵」
を名乗り、熟練の職人による伝統の味を消費者に届けています。

■どこまでも安心・安全を追求
ヤマキ醸造グループが使用する原材料は、国産有機栽培または国産特別栽培のもの。農薬・化学肥料・
除草剤などを一切使わない農法を親子２代にわたって６０年間実践してきた須賀さんが代表を務める
「有限会社豆太郎」をはじめ、環境保全型農業に従事する全国の生産者から、丹精込めて育てた大豆・
小麦・米・野菜などが届きます。良質な素材の風味を大切に活かすため、化学合成添加物や旨味調味料
（化学調味料）は一切使っていません。豆太郎の野菜をヤマキ醸造の調味料で漬け込んだお漬物も、と
ても人気の高い商品です。

■ 伝統と、革新と
長年続く息の長い企業は、伝統を守るだけでなく新しいことにもチャレンジし、変化し続けているものだ
と言われます。ヤマキ醸造グループも例外ではありません。以下は、これまでに取り組んできた“チャレン
ジ”の一部です。

●日本で流通している有機大豆の９３％が輸入ものである中、生産者との密接なネットワークにより、国
産の有機または特別栽培大豆を１００％使用。

●２００１年、有機JAS法が施行されると、いちはやく有機JAS認証を取得。

●耕作放棄地や遊休農地の活用を推進。生協と連携して有機大豆の栽培をおこない、「大豆トラスト運
動」を展開。

●有機農業を実践的に学ぶ「畑の楽校（がっこう）」を、およそ２０年にわたって運営。

●グループ内で「味噌」「醤油」「豆腐」「漬物」という４本柱の製造を手がけることにより、一般の流通に
は乗りにくい規格外の農産物も引き受けることができ、生産農家を支えることができるようになった。

●生産現場への理解を深めてもらえるよう、消費者を対象とした見学会・イベント・ものづくり体験等を積
極的に開催。

■ ヨーロッパで注目される日本の発酵食品
新型コロナウィルスによるパンデミックが深刻な社会問題となったイタリアやフランスでは、「ワクチンを
打つだけでなく、良質な発酵食品を積極的に食べて腸内環境を整え、免疫力をアップしよう」という声が
高まりました。それを受けて、日本の味噌や醤油を日常の料理に取り入れる家庭が急増しているといいま
す。ヤマキ醸造の製品も海外からの引き合いが増えたそうです。「輸出する際にモノを言うのが、有機JAS
認証を取得していること」と、シニアアドバイザーの角掛康弘さんは言います。日本よりもずっとオーガニッ
ク認証が普及している欧米において、第三者である認証団体により客観的に安全性が担保されている
ことは、とても重要なポイントなのです。

■ 消費者が理解しやすい情報発信を
海外生活の経験を持ち、諸外国のオーガニック事情を見てきた角掛さんに、「日本国内でもっとオーガ
ニックが広がるために、必要なことはなんでしょう？」と質問してみると、次のような答えが返ってきました。
「有機食品を普及する上で一番欠けているものは、消費者向けの情報伝達ではないでしょうか。理解し
てもらえるのを待つのではなく、消費者の前に出ていって伝える気概が必要だと思います。」「わざわざヤ
マキの商品を選んでくださるようなバイヤーさん達は、比較的簡単に有機食品の良さを理解してくださ
います。けれども、そこから先…、つまり、店頭における情報伝達は、まだまだ未熟と言わざるを得ません。
メーカーである私たちも小売店まかせにするのではなく、パッケージ・商品コピー・店頭POPなどを駆使し
て、消費者の方々が理解しやすい情報発信を心がけるべきだと考えています。」　“伝えているかどうか”
だけでなく、“伝わっているかどうか”も気にすることが重要なのですね。

株式会社ヤマキ／ヤマキ醸造株式会社
埼玉県児玉郡神川町下阿久原 955　TEL：0274-52-7000（代）
■ Web サイト：https://yamaki-co.com/　（ヤマキ醸造グループ）
■ ネットショップ：https://yamakijozo.shop/
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麹にこだわり、木桶仕込みにこだわった
醤油本来の美味しさを、多くの方々に知ってほしい。
有機JAS認証は、“最高の醤油を作っている証し”と考えています。

■ 麹づくりを他人任せにしない
「一麹（いちこうじ）、二櫂（にかい）、三火入れ（さんひいれ）」。醤油づくりで特に大切なのは、その三点
だと言われています。一番目に大切なのは麹づくりというわけですが、近年、効率化を図るため、麹づくり
を分業して他社に任せる動きが進んでいます。そんな中、「麹づくりは絶対に他人任せにしない」という姿
勢を貫いているのが弓削多醤油。「良い麹を作るためには、大豆の蒸し加減がとても重要」という弓削
多洋一さんは、自らが杜氏業もこなし、現場に立ち続けている職人気質の社長です。海外出張に出る日
も早朝４時から大豆を蒸し、そのままスーツに着替えて空港に向かうことも。

■ 木桶仕込み天然醸造の味を次の世代に伝える
江戸時代まで、和食のベースとなる醤油・味噌・酢・味醂・酒などの基本調味料は木桶で作られていまし
た。しかし、管理に手間ひまがかかることや費用対効果が合わないという理由で減少の一途をたどり、い
まや醤油業界では木桶を主流に仕込みをしている醤油蔵は全国でも１００軒ほどで、生産される醤油全
体の中で木桶仕込みが占める割合は１％以下になってしまっています。「木桶には、長い時間をかけて、
その地域独特、その蔵独特の微生物群が棲息するようになります。そういう微生物の働きで、菌を加えなく
ても自然に発酵が始まり、１年以上の時間をかけて醤油になっていきます。多くの乳酸菌や酵母の働きが
複雑に絡み合い、時間をかけて発酵・熟成していくことで、奥行きのある味わいが生まれるわけです」と
弓削多社長。これに対し金属や樹脂で作られたタンクの場合は、菌を加えて発酵させるメーカーが多い
とのこと。人工的に菌を入れると勢いよく発酵が進むため短期間で製品化できますが、木桶のような味わ
いは望めないといいます。現在、弓削多醤油では30本の木桶を所有。季節や醤油の種類によってはタン
クを使用することもありますが、あくまでも木桶仕込みが主流です。

■ 有機JAS認証は、ブランド力をサポートしてくれる
弓削多醤油が有機の醤油づくりを始めたのは３０年ほど前、有機JAS法が施行される以前のことでした。
食生活の多様化にともない一般家庭で和食が登場する回数が減り、醤油の消費量も減っていく中、「小
さい蔵は、自分のブランド力だけでは立ち行かない。何か差別化を計らなくては」と考えていたところ、あ
る消費者団体からの要望もあってスタートしたのだそうです。その後、有機JAS認証を取得。弓削多社長
によれば、「国内のバイヤーさん達も、有機JASマークがついていることに一定の評価をしてくれますが、
特にものを言うのは海外への輸出時です」とのこと。木桶仕込みの有機醤油は海外の展示会でも好評
を博し、現在、アメリカ・イギリス・オーストラリア・シンガポール・香港・台湾で、弓削多の醤油が愛用され
ています。また、有機醤油の搾りかすは、北海道で牛の飼料の一部として有効利用されているとのこと。

■ 有機の醤油づくりを継続するための課題
有機の醤油づくりでは、工場内の管理でいくつかの注意点があり、作業する人の負担が増えます。“その
負担を引き受けてでも有機にすることの意味”を、スタッフ全員が十分に理解していないと続けることは
困難だと弓削多社長は感じているそうです。「自分一人ががむしゃらに有機に取り組んでいる…というの
ではなく、社員全員の知識や理解を深めていくことが大きな課題です。」

■ 都心にマイクロブルワリーを
木桶仕込みのもろみの匂いを嗅いだり、醤油搾りを体験したり、搾りたての生醤油を味わったり…と、醤
油づくりを体感できる醤油のテーマパーク「醤遊王国」を持つ弓削多醤油。次の大きな目標は、“都心部
で醤油を作ること”なのだとか。「まずは醤油に興味を持ってほしい。そして、奥深い醤油の世界を知って
ほしい。そのためには、多くの方々が見に来てくれるような施設を作ることが必要だと思っています」と弓
削多社長。近い将来、都内のどこかで、醤油の香ばしい香りが漂うことになるのかもしれません。

大正12年に埼玉県坂戸市で創業、前身の醤油蔵を含めると200年以上の歴史を持つ醤油蔵。4代目当主の弓削多洋一氏は、「醤油は食品なの
で安心して口に入れられるものでなくてはいけない、醤油は調味料なのでうまくなければ意味がない。」という信念のもと、日々、妥協のない醤油づ
くりと向き合っています。

代表取締役（四代目当主）　弓削多洋一さん

埼玉県坂戸市

弓削多醤油株式会社
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■ 麹づくりを他人任せにしない
「一麹（いちこうじ）、二櫂（にかい）、三火入れ（さんひいれ）」。醤油づくりで特に大切なのは、その三点
だと言われています。一番目に大切なのは麹づくりというわけですが、近年、効率化を図るため、麹づくり
を分業して他社に任せる動きが進んでいます。そんな中、「麹づくりは絶対に他人任せにしない」という姿
勢を貫いているのが弓削多醤油。「良い麹を作るためには、大豆の蒸し加減がとても重要」という弓削
多洋一さんは、自らが杜氏業もこなし、現場に立ち続けている職人気質の社長です。海外出張に出る日
も早朝４時から大豆を蒸し、そのままスーツに着替えて空港に向かうことも。

■ 木桶仕込み天然醸造の味を次の世代に伝える
江戸時代まで、和食のベースとなる醤油・味噌・酢・味醂・酒などの基本調味料は木桶で作られていまし
た。しかし、管理に手間ひまがかかることや費用対効果が合わないという理由で減少の一途をたどり、い
まや醤油業界では木桶を主流に仕込みをしている醤油蔵は全国でも１００軒ほどで、生産される醤油全
体の中で木桶仕込みが占める割合は１％以下になってしまっています。「木桶には、長い時間をかけて、
その地域独特、その蔵独特の微生物群が棲息するようになります。そういう微生物の働きで、菌を加えなく
ても自然に発酵が始まり、１年以上の時間をかけて醤油になっていきます。多くの乳酸菌や酵母の働きが
複雑に絡み合い、時間をかけて発酵・熟成していくことで、奥行きのある味わいが生まれるわけです」と
弓削多社長。これに対し金属や樹脂で作られたタンクの場合は、菌を加えて発酵させるメーカーが多い
とのこと。人工的に菌を入れると勢いよく発酵が進むため短期間で製品化できますが、木桶のような味わ
いは望めないといいます。現在、弓削多醤油では30本の木桶を所有。季節や醤油の種類によってはタン
クを使用することもありますが、あくまでも木桶仕込みが主流です。

■ 有機JAS認証は、ブランド力をサポートしてくれる
弓削多醤油が有機の醤油づくりを始めたのは３０年ほど前、有機JAS法が施行される以前のことでした。
食生活の多様化にともない一般家庭で和食が登場する回数が減り、醤油の消費量も減っていく中、「小
さい蔵は、自分のブランド力だけでは立ち行かない。何か差別化を計らなくては」と考えていたところ、あ
る消費者団体からの要望もあってスタートしたのだそうです。その後、有機JAS認証を取得。弓削多社長
によれば、「国内のバイヤーさん達も、有機JASマークがついていることに一定の評価をしてくれますが、
特にものを言うのは海外への輸出時です」とのこと。木桶仕込みの有機醤油は海外の展示会でも好評
を博し、現在、アメリカ・イギリス・オーストラリア・シンガポール・香港・台湾で、弓削多の醤油が愛用され
ています。また、有機醤油の搾りかすは、北海道で牛の飼料の一部として有効利用されているとのこと。

■ 有機の醤油づくりを継続するための課題
有機の醤油づくりでは、工場内の管理でいくつかの注意点があり、作業する人の負担が増えます。“その
負担を引き受けてでも有機にすることの意味”を、スタッフ全員が十分に理解していないと続けることは
困難だと弓削多社長は感じているそうです。「自分一人ががむしゃらに有機に取り組んでいる…というの
ではなく、社員全員の知識や理解を深めていくことが大きな課題です。」

■ 都心にマイクロブルワリーを
木桶仕込みのもろみの匂いを嗅いだり、醤油搾りを体験したり、搾りたての生醤油を味わったり…と、醤
油づくりを体感できる醤油のテーマパーク「醤遊王国」を持つ弓削多醤油。次の大きな目標は、“都心部
で醤油を作ること”なのだとか。「まずは醤油に興味を持ってほしい。そして、奥深い醤油の世界を知って
ほしい。そのためには、多くの方々が見に来てくれるような施設を作ることが必要だと思っています」と弓
削多社長。近い将来、都内のどこかで、醤油の香ばしい香りが漂うことになるのかもしれません。

弓削多醤油株式会社
埼玉県坂戸市多和芽 475（本社）　埼玉県日高市田波目 804-1（日高工場・醤遊王国本店）　
埼玉県川越市大手町 14-5-1F（醤遊王国川越時の鐘店）
■ Web サイト：https://yugeta.com/
■ WEB ショップ：https://yugeta.com/company/990/
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