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　令和元年７月現在、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の
認定を受けた神奈川県内の事業者は 30 件を超え、地域の特色ある農林水産
物を活用した６次産業化商品を生み出しています。
　この事例集は、近年、認定を受けた事業者を抜粋し取り組みをまとめた
ものです。

　６次産業化に取り組む事業者の皆様は、商品開発の過程で悩みや苦労を
重ねつつ、その一方で楽しさを感じながら活動しています。

　本書により、県内の農林漁業者の皆様が６次産業化をもっと身近に感じ、
サポートセンターを活用しながら、自分の商品のイメージを具現化し、さ
らなる経営の発展に役立てていただければ幸いです。

神奈川県６次産業化サポートセンター

本冊子に記載された内容は 2020 年 3 月現在のものです。



神奈川県の６次産業化事例紹介 楽しい商品開発をしよう

事業の紹介｜取組背景、現在の状況

Q　商品開発に取組んでよかった
と思うことを教えてください。

Q　どのように苦労を克服しましたか？

ここに着目！

Q　商品開発での苦労はありましたか？
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https://www.facebook.com/
takanashinouen/

三浦市南下浦町金田 1998

の販売にも力を入れている。収穫した野菜
は産直センター「うらりマルシェ」内の直
売所などで販売中。

三浦半島で野菜
を生産し、野菜
や果物を使った
ジャムやピクル
スなど、加工品

株式会社高梨農園
餡の種類に合わせて生地を変えている
のが特徴。夏季限定の夏みかん餡入り
冷やしもち麦大判は、もち麦粉という変
わり種の小麦粉を使い、モチモチとし
た食感が楽しめる。焼き上がりを冷やし
て提供するので、ひんやりして夏でも食
べやすく、爽やかな柑橘と白あんの甘さ
がマッチする。

オープンキッチンで出来上がりの工程が見ら
れるのも魅力的

A　サポートセンターの支援を受けつつ、繰
り返し試作に取り組みました。社内や社外
向けの試食会も開き、ターゲットである主
婦たちの意見を集め、改良に活かしました。
また、焼き機メーカー主催の講習会に参加し
て、焼き方のコツも掴んでいきました。

A　野菜の持つ甘味を引き出すため、原
材料の配分、餡の調理方法、生地の硬さ
や甘さ、焼き上がりの生地と餡の分量の
バランスなど、4 種類ある商品メニューの
最適なレシピ考案に苦労しました。

A　「自家野菜を使った食べ歩きスイーツ
を提供したい」というアイデアから、紆余
曲折を経て「大判焼き」に落ち着きました。
スタッフと一緒に試食会を開くなど、楽し
みながら取り組めました。

三浦半島にある魚と野菜の産直センター「う
らりマルシェ」内の自社直売所のスペースを
活用し、スイーツの加工・販売を目指した。
収穫した安納芋、紫芋、かぼちゃ、夏みか
んを使った 4 種類の大判焼きメニューを考
案。前年から商品開発に取り組み、2019 年

４月に総合化事業計画の認定を取得した。
大判焼きは、当面、土日のみ販売する。野
菜直売所に併設する加工所のカウンターで
焼き立てを販売することで、生鮮農産物や
他の加工品販売との相乗効果を狙う。

2019 年 4月に認定取得！三崎を訪れる観光客の小腹を満たす、三浦野菜や果物

でつくるオリジナル餡を使った大判焼きを開発

三浦野菜で手作りおやつ―農家がつくる大判焼き

６次産業化事業認定 

2019 年４月
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加熱しても本来の色味を維持した

shiro.gt7500@gmail.com
小田原市石橋 322

矢郷農園
小田原の温暖な
気候を利用して
キ ウ イ フ ル ー
ツ、柑橘類、レ
モンなどを栽培
している。また、地域農業の担い手として
も期待されている。

この商品の特徴は、多目的に利用可能
なこと。菓子の原材料や料理のソースな
ど業務用の原材料に向いているが、そ
れだけでなく炭酸で割ってジュースにし
たり、ヨーグルトに添加したりと用途は
非常に広い。家庭でも業務用でも使い
勝手の良い商品となっている。牛乳と合
わせるのが美味とのこと。

A　キウイフルーツをジュレにすると色が退
化してしまい、本来の色を残すことに苦労し
ました。結局、天然着色料を添加すること
にしましたが、安全安心な天然の着色料を
試しながら本来の色に近いものを選定しま
した。もちろん食味は一切変わっていません。

A　今回開発したキウイフルーツジュレは、
原材料として使われるので色味が非常に
大切ですが、キウイフルーツは加熱すると
色味が悪くなる特徴があります。この色の
問題解決に苦労がありました。

A　完熟したキウイフルーツはとても美味
しいのですが、規格外は市場流通に乗り
にくくなります。農家として大切に育てた
果実を６次産業化によって商品できてとて
も嬉しいです。

小田原の海が一望できる丘の斜面でキウイ
フルーツを生産する矢郷農園では、規格外
で出荷ができないキウイフルーツが全体の 1
割ほどを占めている。その利活用について
思案していたところ、近隣の和菓子店などが
製品にキウイフルーツジュレを使用している

ことを知った。2019 年 4 月に総合化事業計
画を取得し、利用していなかった自宅加工
場を用いてキウイフルーツジュレの生産を開
始。業務用に卸していく他、小売りも行って
いくことで、矢郷農園のブランド力を高めて
いる。

お菓子の材料に、炭酸で割って、料理のソースの材料として、ディップに付けて・・・・

さまざまな用途に利用可能なキウイフルーツジュレを開発

自家農園のキウイフルーツを使ったジュレ

６次産業化事業認定 

2019 年３月

盛り付けイメージ
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はなまる農園の野菜は化学農薬・化学肥料
不使用のため、大きさや形にバラツキがあ
る。そのため出荷段階でロスが多く出てしま
うことが難点であり、無駄なく使うために段
階的に６次産業化に取り組んでいる。2013
年に農園直営レストラン「はなまるキッチン」

をオープンし、今回は弁当事業へ挑戦した。
はなまるキッチンに来店するお客様の８割が
女性であり、「サラダを持ち帰りたい。お弁
当にしてほしい」という要望に応えるため本
事業実施に至った。

小田原市で働く女性の要望に応えるお弁当事業を開始。都会では味わうことが出

来ない、採れたて野菜をそのままお届けするパワーサラダ弁当を提供

小田原農家が作る季節野菜のパワーサラダ弁当

６次産業化事業認定 

2018 年３月

http://www.hanamaru-nouen.com/
小田原市中町 1-4-21

小田原市と二宮
町に畑を持って
いる。現在、化
学農薬・化学肥
料を使わない栽
培方法を広めるために「野菜の学校」も運
営している。
人気のお弁当は予約注文もできる。

はなまる農園

最近は男性客が増えてきていると話す代表の
石井さん

当農園は化学農薬・化学肥料を使わず
に、年間 150 種類以上の野菜を育てて
おり、種類豊富な採れたて野菜弁当は
都心では味わえない。また、関連会社
では果樹の生産・加工も行っており、お
弁当に合わせてストレートジュースを楽
しむこともできる。

A　管理栄養士に栄養バランスを考慮した
トッピング、女性目線での見せ方等の助言を
受けながら商品開発を進めました。また試
食会では、スタッフも一緒に調理・加工に
参加し、意見を出し合えたことは事業立ち上
げに大きく役立ったと思います。

A　お弁当事 業は始めてだったのでメ
ニュー構成や価格設定、商品の見せ方な
ど様々な点で試行錯誤をしました。特に
女性に喜ばれるメニュー構成やトッピン
グ、見せ方については苦労しました。

A　当店のお客様から、「サラダを持ち帰っ
て食べたい」「お店でランチする時間がな
いのでお弁当にしてほしい」という声をい
ただいていました。そのような声にようや
く応えることができました。
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三浦半島の豊かな環境で育てられる葉山牛
は、「かながわブランド」に登録される高級
ブランド牛。コーシンファームは、ここ数年
で認知度の上がってきた葉山牛をもっと知っ
てもらい気軽に味わってほしいと、これまで
利用されていなかった葉山牛のゲンコツから

取った濃厚なスープを開発した。ラーメン店
や焼肉店などのスープ、一般家庭での料理
用など、さまざまなシーンで利用できるよう
味を付けずに仕上げた。現在は直営店舗な
どでの販売準備を進めている。

神奈川県が誇るブランド牛「葉山牛」の牛骨 (ゲンコツ)のみを使用して作られた

濃縮牛骨スープと自家調理用の下処理済のカットゲンコツを開発

葉山牛のゲンコツのみ使用！濃縮牛骨スープ

６次産業化事業認定

2018 年４月

商品開発を担当した伊藤和彦さん（左）と須
川博史さん（右）

kooshin@amail.plala.or.jp
三浦市南下浦町上宮田 1857

温暖で自然豊か
な三浦半島で葉
山牛として出荷
する黒毛和牛を
約 100 頭飼育。
葉山牛の生産から小売りまで一貫して行
なっている。
https://www.kooshin-farm.com/

有限会社コーシンファーム

牛のゲンコツだけを使ったスープは全国
でも珍しい。しっかり旨味を引き出した
濃縮タイプの牛骨スープは、業務用でも
家庭用としても使える万能タイプ。また、
スープを自分で作りたい人のために、下
処理・カットした調理用ゲンコツも作っ
た。販売開始を楽しみに待ちたい。

A　サポートセンターを通じて料理研究家の
アドバイスをもらいながら試作を繰り返しま
した。完成したスープは旨味が強く、塩を
加えただけでもとても美味しいです。好みの
味で楽しんでほしいと、思い切って味付けな
しにしました。

A　ひとつは、スープを取るときの水と牛
骨の割合や火加減、煮出す時間などの調
整です。ノウハウがなかったので苦労しま
した。もうひとつは、苦労というか、味付
けをどうするか非常に悩みました。

A　大切に育てた命を、余すことなく大切
に頂く。常々、我々が大事にしたいと考え
ていることです。利用できなかった葉山牛
のゲンコツが原料となり、商品化できたこ
とが何よりもうれしいですね。

調理イメージ
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旨味の多い自慢のたこを使った商品開発

房竹丸が漁をする横須賀長井海域は磯が広
く、たこの餌となる伊勢海老やサザエ、ア
ワビ等が豊富である。旨味の多い海の生物
を餌にすることから、良質なたこが育つ環
境がある。その中で、年間 900kg 獲れなが
らも、小ぶりなため安値になってしまう小さ

めのたこ（通称クモたこ）で商品開発を行っ
た。神奈川県立海洋科学高校と和食系商品

「たこ飯の素」を共同開発し、「地たこのアヒー
ジョのレーズンマリネ」「地たこのアヒージョ」
を自社で開発した。現在「たこ飯の素」は
自社製造ができるよう商品開発中である。

横須賀市長井海域で、伊勢海老やサザエ、アワビを餌として育つ旨味の多いたこ。

自社、そして地元の神奈川県立海洋科学高校と協力して加工品を開発

６次産業化事業認定 

2017 年４月

046-857-1832

新しいことに積極的に挑戦している宮川さん
ご夫妻

横須賀市長井 3-50-13

現在漁船３船を
所有し、長井漁
港を本拠地に幅
広い魚種を捕獲
して、直売所で
加工品とともに販売している。最近はふぐ
加工の許可を取得した。

房竹丸
新規就業の若い意欲ある漁業者の商品
開発をサポート。出来上がった商品の
原料は９割が地元長井産。全国的に魚
価が低迷する中、クモたこに付加価値
をつけ、忙しい主婦層や高齢者が手軽
に美味しい海産物を楽しめる商品が完
成した。ラインナップ豊富な商品の食べ
比べを楽しみたい。

A　わからないことは全てサポートセンター
に聞きました。「こんなこと聞いてもいいか
な」と思うことも、幅広い専門家がいたので
とても助かりました。はじめは「たこ飯の素」
だけだった商品開発も、色々アドバイスをい
ただき、ラインナップを増やせました。

A　商品に配合する野菜の水分が多くてう
まくいかなかったり、クモたことの相性や
特性を見極めることが難しかったです。他
には、賞味期限の決め方など、知らない
ことばかりでした。

A　クモたこは旨味が多く、とても美味し
いのに、小さいからと市場流通に乗らな
かったり、魚価も低くなっていました。商
品化ができたことで、お客様にご提供で
きるようになり嬉しいです。
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鎌倉漁業協同組合と海の SDGs を実行する
会と（株）うすいファームと三者協定を締結

kobuta4500@yahoo.co.jp
鎌倉市岡本 2-324

臼井農産鎌倉事
業所で注文を受
け、厚木の養豚
場で受注飼育し
た鎌倉海藻ポー
クを、加工、販売をするという一貫生産体
制で品質の高い豚肉を提供している。

有限会社臼井農産鎌倉事業所

鎌倉海藻ポークは、通常の飼育豚よ
りも赤身の脂肪比率が半分になる。
また、過酸化脂質を作りにくいオレイ
ン酸の数値が高くなり、脂肪融点が
約 43 度から10 度ほど低くなること
から、さっぱりとした味わいの中に旨
味の多い豚肉となっている。

A　鎌倉海藻飼料の配合率や飼育期間を変
えながら肉質検査を実施し、食味について
は試食会を通して関係者の意見を取り入れ
ました。さらに、鎌倉市内で 500 名の試食
アンケートを行い飼育方法を決めました。

A　全国的に国産の海藻を豚の飼料に活
用する例がなく、鎌倉海藻飼料を混合す
る割合や飼育する期間など、不明な点が
多く苦労しました。

A　「鎌倉海藻ポーク」は漁業権をもつ鎌
倉漁業協同組合の協力のもと、障がい者
の社会参画活動と連携した取り組みです。
豚を育てながら社会貢献ができるよう、
継続した活動にしたいと思っています。

自社ブランド豚の付加価値向上を図るため、
豚の飼料に神奈川県内の産品を使えないか
を模索していたが、原料の安定確保と飼料
化が課題であった。鎌倉市内の生活介護施
設利用者が鎌倉の海岸に打ち上げられた海

藻を回収し、乾燥して飼料化していることを
知り、自社配合の飼料に、海藻飼料を混ぜ
て豚を飼育することで、今までにない特徴
ある豚肉が生産できると考え取り組み始め
た。販売は鎌倉市内の事業所で行う。

鎌倉の海岸に漂着した海藻を混合した飼料で育て、付加価値を高めたブランド豚

「鎌倉海藻ポーク」。生産・加工・販売の一貫体制で収益向上を目指す。

神奈川県産の飼料で飼育した豚肉の商品開発

６次産業化事業認定 

2020 年 1 月
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96ryo.hmd@gmail.com
平塚市下吉沢 761

先代（現代表の
父）が現在の牧
場を立ち上げ、
平塚市で酪農を
営んでいる。健
康な乳牛の飼育と安定した乳量確保を経営
目標に、年間約 300t の生乳を出荷してい
る。

有限会社浜田牧場

一頭一頭大切に育てながら、ジェラート製造
販売の事業化を進める浜田亮子さん

飼育牛の暑熱対策等に力を入れており、
年間を通じて安定した乳質と乳量の確
保ができている。選定した１頭の生乳で
作る基幹商品の「Queen’s Milk」に期
待が高まる。また、フレーバーに地場
の農産物の規格外品等を使用すること
で、地元農家のロス削減と収益増加に
も貢献できる。

A　サポートセンターの支援を受けながら商
品メニューの選定やフレーバー作りに取り組
みました。ミルク以外の主要な原材料に平
塚市の特産品を使用するというコンセプトを
打ち出したことで、仕入先の確保などで平
塚市の協力をいただき進められました。

A　商品メニューの選定に苦労しました。
限りないフレーバー候補の中から、自社
のミルクとの相性はもちろんのこと、浜田
牧場らしさが出せるメニューとはなにかを
じっくり考えました。

A　良質な自家生乳をぜひみなさんにも
味わってほしいという思いで商品開発をは
じめました。さまざまな農産物と組み合わ
せたフレーバーを作る中で、改めて自社の
生乳に向き合うことができました。

月ごとに選定する最も乳質の高い牛から
搾った生乳のみを用いて作られるミルクジェ
ラート「Queen’s Milk」をはじめ、平塚市
の特産のいちごを使用した「ストロベリー」、
同じく特産の小松菜を使用した「グリーン」、
そして「米の食味ランキング」で特 A 評価を

獲得した平塚の “ はるみ ” 米を使用した「リ
ゾ *」など、10 種類以上の魅力的なフレー
バーを作る予定となっている。2021 年春の
グランドオープンを目指し、総合化事業計
画の認定申請にも取り組んでいる。

品質の高さに定評がある自家生乳の高付加価値化を目指し、本格イタリアンジェ

ラートの製造販売による６次産業化への取り組みを開始した。

自家生乳と地場農産物で作るイタリアンジェラート

６次産業化事業計画

2020 年４月申請予定

* リゾとは、イタリアンジェラートのフレーバーのこと

盛り付けイメージ



６次産業化の取り組み紹介　Vol.2

2020 年３月 発行
本誌の無断転載を固く禁じます。

発行：神奈川県環境農政局農政部農政課
〒 231-8588　横浜市中区日本大通１
　045-210-4441（直通）

制作：神奈川県６次産業化サポートセンター（株式会社コンサラート）

〒 231-0015　横浜市中区尾上町 5-80 中小企業センター 2F 
　045-633-5215




